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会長挨拶

橘鏡会先生方へ

大久保 公裕
（昭和 59 年卒）

　平成28年度の橘鏡会会誌の発行に際し、橘鏡会先生方へご挨拶申し上げます。早
いもので、2010年に大学院教授、医学部教授に就任してから6年たちました。ここま
で無事に教室を運営できましたのは、橘鏡会先生方のご支援、そして教室員の皆様方
の頑張りのお陰と感謝しています。
　教室、そして橘鏡会は平成28年も新たな新人医師を迎えることが出来ました。平
成24年、2012年に岡山大学を卒業された坂井梓先生です。坂井先生は大学卒業後、
NTT東日本関東病院に勤務され、頭頸部外科を志し、当教室の見学の後に入局を決
められた、すでに後期研修医（専修医）を終了された耳鼻咽喉科頭頸部外科医師です。
この時の新人勧誘会では数名の方がおられましたが、坂井先生が残った事はとても嬉
しい事でした。この新人勧誘会も橘鏡会会計よりご支援を頂戴し施行出来ている、教
室では非常に重要な年度事業になっております。同門会である橘鏡会の先生方からの
ご支援の賜物が今年度は坂井先生であると言えます。頭頸部外科を志すという女性医
師では珍しいパターンではありますが、今後技量を磨き、学位取得にも向かって頂け
ればと今から期待しております。
　さて、教室では昨年10月より付属病院医局長が酒主敦子先生になりました。とて
も良く若手医師をまとめ、付属病院では和やかな雰囲気が戻ったような気がしており
ます。また、千葉北総病院では長谷川賢作臨床教授が4月より馬場俊吉特任教授の代
わりに部長になられ、采配を振るって、さらに進化した耳鼻咽喉科になりつつありま
す。原口美穂子先生の多摩永山病院への復帰も嬉しいニュースです。
　私が教室を主宰するようになって考えたことですが、15年の任期を3分割して、初
めの5年は少なくなった人員で耐える期間と考えておりました。次の5年は教室の陣
容、臨床、研究の成長期間、残りの5年は次の世代への継承の期間と決めていたのです。
今の6年というのは初めの5年を超えたという事で、ようやく成長期に入ったものと
喜んでいる次第です。陣容は整いつつありますが、少しでも気を許すことなく、新人
勧誘は教室では重要な事業として継続させていきたいと考えております。私は今、日
本医科大学学生部長を継続して行わせて頂いております。是非この立場も上手く利用
して新人勧誘に力を入れたいと考えております。
　臨床では付属病院では月曜日から金曜日までの毎日手術の定着、外来受付の安定化
など新病院対応がほぼ完了したようです。新しい手術などはありませんが、付属4病
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会長挨拶

院の診療形態は安定化しているものと考えます。千葉北総病院ではこれから鳥取大学
の先生の異動も考慮され、手術数などの増加なども期待されます。研究は昨年に村上
亮介先生が大学院で学位を取得され、細矢慶先生が研究生から学位を取得されました。
これから増野聡先生の英文論文も通過し、大学院4年の若山望先生も論文作成中で、
教室における研究の向上も徐々にではありますが、みられつつあります。教育は新カ
リキュラムのBSL64週化（1年半）が来年度より開始されますので、耳鼻咽喉科は1
週間から2週間のローテーションとなり、割り当ても増えていきますので、教室員の
皆様には是非教育についても興味をもってほしいと願っております。
　最後に教室は今年も一人新人を迎えましたが、毎年人員増加への努力はじめ、教育、
研究、診療すべてを継続していかなければなりません。歴史の重みを感じ、更なる努
力を続ける覚悟をもって教室運営に当たっていく所存です。橘鏡会の先生方には四病
院耳鼻咽喉科を統括する教室をこれまで通り温かく見守って頂きたいと考えており、
その先生方の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
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幹事長挨拶

幹 事 長 挨 拶

坂口 文雄  
（昭和 53 年卒）

　「橘鏡会」会員の先生方におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は会の業務運営に格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　平成28年4月14日（木）に発生した熊本地震により犠牲になられた方々へ謹んで
哀悼の意を表し、被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。熊本県八代市で開
業されている橘鏡会会員 上野博史先生（昭和58年卒）には被災された当日にメール
をお送りしました。返事がなく安否の心配をしておりましたが、2日後の4月16日（土）
上野先生より幸いに被害は少なく日常生活に多少の影響はあるものの元気に診療を続
けているとの連絡をいただき安堵いたしました。5月の日耳鼻学会総会で上野先生と
会い話したところ、熊本市内と隣接地域は震災による被害は甚大でありましたが、今
も余震は続いているものの、日常生活、日常診療は以前の状態に戻りつつあるとのこ
とでした。一刻も早い復旧を願っております。
　昨年度の主な橘鏡会行事を報告いたします。
　平成27年7月30日（木）橘鏡会幹事会、橘桜会館にて開催。
　平成27年10月17日（土）橘鏡会総会、橘桜会館にて開催。
　平成27年度物故会員となられました先生方は、坂本秀生先生（平成26年4月17日歿）、
星龍雄先生（平成26年9月26日歿）、小倉孝先生（平成27年2月1日歿）でございます。
謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈り申し上げます。新入会員は5名、臨床教授
として三輪正人先生、専修医として佐藤一樹先生、鈴木宏隆先生、吉岡邦暁先生、研
究生として高原恵理子先生が会員となられました。又、めでたく明石了先生、後藤博
一先生、福原豪先生が米寿を、永山捷平先生、及川征一先生が喜寿を迎えられました。
橘鏡会誌発刊、小此木信六郎記念奨励賞、総務費についての報告があり、議事に関し
て幹事改選・会計報告・会計監査報告はすべて承認されました。谷根千耳鼻咽喉科頭
頚部外科フォーラムでは、松根彰志先生、大塚博邦先生の御講演があり、講演終了後
は和やかな意見交換会にて終了いたしました。
　平成28年3月26日（土）第9回小此木信六郎記念耳鼻咽喉科研究会、ホテル東京ガー
デンパレスにて開催。
　平成28年4月2日（土）平成28年度新入医局員オリエンテーション、明治大学紫紺
館にて開催。
　今年度の新入医局員は坂井梓先生1人でありました。昨年4名の新入医局者があり、
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少し明るい兆しが見えてきたと思いましたが、なかなか教室員増強は厳しいようであ
ります。教授が代わった当初は、入局者が減り少なからず教室に影響が出るのは仕方
のないことですが、大久保教授体制になって6年、現在4病院合わせても教室員約30
名の状況であり、危機感を感じざるを得ません。
　日本医大付属病院の動向ですが、最近日本医大同門会の先生方や近隣の診療所施設
などと交流をはかるため、各地区の同門会や近隣地域の病診連携の会を開催し、又病
院長自ら近隣の診療所を訪問し、日本医大の現況を伝え病院のPRをしています。日
本医大新付属病院は平成26年8月に開院し、外来患者数・手術患者数・病院稼働率な
ど診療実績は順調に伸び、医療収入も前年度を大幅に上回っているそうであります。
平成30年1月には残りの工事が完成し、新病院がグランドオープンする予定というこ
とで、ハード面ではかなり充実してきているようです。大学病院機能の効率を良くし、
経営健全化促進、地域医療への貢献を目指し、病診連携の会では大学の医療現場の情
報を伝え、新規患者の確保を強化し、他の大学病院に後れを取らないよう盛んに日本
医大をアピールしています。
　ソフト面においては、どの科も苦労しているようですが、とりわけ耳鼻科に関して
は入局者も少なく、業績も思うように上がらず、内外から厳しい声が聞かれています。
教室員は皆、努力し、がんばっているのですが、なかなか結果が伴わないようです。
今後は、現状を見据えて臨床・教育・研究に力を注ぎ、日本医大耳鼻咽喉科に勢いを
取り戻してほしいと思います。いつも参加されている橘鏡会のOBの先生方は、顔を
合わせると教室の現状を心配し、何とか教室を立て直し、盛り上げようと解決策を考
えています。
　毎回申し上げますが、全国の橘鏡会会員の皆様へぜひ総会・小此木信六郎記念耳鼻
咽喉科研究会・新入医局員オリエンテーションなどへ参加し、現在の医局の実情を知っ
ていただき、ご意見やアドバイスをいただきたいと思います。
　伝統ある日本医大耳鼻咽喉科の発展のため、御支援、御協力のほどよろしくお願い
申し上げます。
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橘鏡会総会・谷根千フォーラム 2015年10月17日
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小此木研究会 2016年3月26日
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小此木研究会 2016年3月26日 オリエンテーション
2016年4月2日
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医局説明会 2016年7月16日

オリエンテーション
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　昇進報告

　ご挨拶が遅くなりました。昨年10月1日付けで医学教育センター教授、医学教育研
究開発部門長に任ぜられました。学生成績、教学データを収集し、その解析と国内外
の医学教育上の動向、社会の医療ニーズを研究しながら本学の教育プログラムを研究
開発、企画、運営することが主な仕事です。
　2012年、旧教育推進室の志村室長の定年退職、吉村副室長の他大学への異動を受
けて、教育推進室を当時の田尻学長から任されました。この折は大久保教授にご高配
を賜りました。2014年、組織の改変に伴い医学教育センターが発足し、産婦人科の
竹下教授をセンター長としてお迎えし、救命の横田教授と私が副センター長に任ぜら
れました。両先生は当然臨床業務との兼務となりますので、専任教授として私が任ぜ
られたものです。現在は海原純子特任教授他3名の助教と事務職員1名で運営をして
おります。東京女子医大東医療センターに在職していた折、当時の女子医大医学教育
学教授、現理事長の吉岡先生、同名誉教授の神津先生の医学教育に関する薫陶を得ま
したことがこの世界に入るきっかけとなりました。
　去る1月29日に、赫理事長他法人理事の先生方、弦間学長、田尻前学長、池元獣医
生命科学大学学長、坂本付属病院長、日本医学教育学会の伴理事長、東京女子医科大
学吉岡理事長、東京大学の清水前医学部長をはじめ学内外の多くの先生方にお越しい
ただき、教授就任祝賀会も開催させていただきました。橘鏡会からは、大久保教授、
後藤病院教授、三輪臨床教授他、坂口先生、岩佐先生、中村先生、そして、荒牧元先
生にもお越しいただきました。この場を借りて諸先生方に御礼申し上げるとともに、
会場の広さの関係もあり、さらに多くの先生方にお声かけ出来ませんでした事をお詫
び申し上げます。
　さて、目下の私の最大の業務は、今年11月末に大学が受審いたします、「国際基準
に則った医学教育分野別認証評価」への対応であります。約7名の外部評価者が5日
間にわたり本学の外部評価を行います。その事前資料として、段ボール1箱分の資料
作成に勤しむ日々であります。大学といたしましても今年の最重要イベントとなりま
す。評価の結果は全国に公開することになりますので。
　学内ではただ1名の医学教育専任MDということもあり、エフォートの関係から付
属病院の臨床業務が限られたものになっておりますことを申し訳なく思う次第です。
様々な御縁、タイミングにより、思いもよらぬ道を歩み始めることとなりました。波
乱万丈の人生ではありますが、親子2代にわたる橘鏡会会員であることには変わりあ
りません。会員の皆様におかれましては、今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

日本医科大学医学教育センター専任教授に任じられて
日本医科大学医学教育センター  専任教授  藤倉 輝道（昭和 63 年卒）

医局説明会 2016年7月16日

オリエンテーション
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　昇進報告



〈 11 〉橘鏡会誌 第 26 号

　新入会員自己紹介

新入会員自己紹介

　今年度より日本医科大学耳鼻咽喉科頭頸部外科に入局することになりました坂井梓
と申します。簡単ではありますが自己紹介をさせて頂きます。
　生まれは福岡県、出身は東京都練馬区です。東京学芸大附属高校を卒業後、浪人生
活を経て岡山大学に進学しました。初めての一人暮らしは東京を離れた寂しさもあり
当初はホームシックになりましたが、バスケ部に所属し、部活と飲み会三昧の日々＋
時々バイト（とまれに勉強）と忙しくしているうちに岡山での生活も楽しめるように
なりました。岡山市内は平地なので自転車移動が非常に楽で、大学から繁華街までが
近かったので住みやすい街でした。また、車で30分ほど北に走れば山に、南に走れ
ば海に行くことができるので休みを利用しては友人たちと遊びにいくことができ、東
京では味わえないような経験ができたのではと思います。
　大学卒業後、東京に戻り、NTT東日本関東病院にて2年間初期研修を行いました。
外科系研修医として外科を中心に研修を行い、その際に耳鼻咽喉科をローテートし耳
鼻科に興味を持つようになりました。頭頸部癌の患者さん一人ひとりに対してその人
にとってどのような治療が良いのか考えてあげられる、手術だけではなく最初から最
後まで責任をもって診ることができる。それは、耳鼻科医にしかできないことだと思っ
たからです。初期研修終了後はNTT東日本関東病院に残り、後期研修医として耳鼻
咽喉科で3年間研修を行いました。頭頸部外科を中心に、市中病院という性質上、耳、
鼻、めまい、嚥下障害などなどあらゆる疾患を勉強する機会を頂きました。3年の研
修終了後は頭頸部癌をより学びたいと考え、日本医大に入局させて頂きました。
　日々自分の力不足を感じながらも、毎日の手術は刺激的で得ることが多く充実した
日々だと感じています。また、初めて後輩ができ、教えることの難しさを感じながら
もなるべく多くのことを後輩に伝えていければと思っています。
　これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

坂井　梓（平成 23 年卒）

上のイラストは関東病院の事務員さんが
書いてくれた私だそうです。
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特別寄稿

特別寄稿

（ホテルの会場、祭壇なし）
司会 今日は。司会をいやいや押しつけられたＴです。生前葬なんか縁起でもない

会に、反対なんです。反対だといったら、横暴にも司会役を押しつけられた
んです。ひどいでしょう。小さい時からＴ、おじちゃまの仲なので、仕方な
く勤めさせて頂きます。案内状にありますように、明るく盛り上った会にな
りますよう、ご協力願います。

 それではまず、喪主ですが、故人ですが、おじちゃま、とにかく開会の挨拶
をどうぞ。

（仮想故人）
故人 そうなんです。この生前葬に反対の一番手が司会のＴ。それが言うのです。「死

んだ後は葬式の心配はいらないよ。身内だけ集まり、おいしいものを食べな
がら、おじちゃまの四方山話をして終りだから。」「大体葬式なんて残された
人のためのものと違うの。」家族葬はよいとしても、これじゃ仏も立つ瀬が
ない。もっともお棺の中では立てませんが。

 といって、一般葬も嫌ですね。一生に一度だからといって、遺族も奮発し、
お寺や葬儀屋のいいなり。通知をもらって迷惑な参列者もいるかな。

 「義理の世の黒ネクタイの酷暑かな」
 断っておきますが、私の句ではありません。香典1万、供花料1万5千。辛い

ですね。さめざめと泣いてもらいたい彼女には通知なし。これも私のことで
はないですよ。長々の面白くもない弔辞、焼香の長い列。仏様は蚊帳の外。
いやお棺の中。故人より○○家のお葬式。

 生前葬は仮の故人が主役で、自作自演がゆるされる。それぞれの目的により、
それぞれの形式で行えばよい。原則的には死後の祭儀、偲ぶ会は省略するの
で、遺族や葬儀参列者への負担はない。これが一般葬との違いかな。

 今回は卒寿を機に今まで世話をかけた方々への感謝が目的。死後お棺の中か
ら感謝の言葉を云えませんから。ところがです。卒寿ともなると、世話になっ
た師友、先輩のほとんどが一足先にあの世行き。私はおいてきりぼり。

司会 そうですよね。そうなると目的が……。
故人 そこで案内状に「いままで支えて頂いた方々に感謝の意を表すべく」と書き

ました。共に研究し、共に診療し、共に遊んだ方々が対象と云う意味です。
感謝だから香典なし、供花なし。残念ながら旅費までは出せませんが。

司会 本日の意義が大分判りました。この中で生前葬という言葉を知ってる方、手
をあげて……

（挙手少数）

：生前葬　あるシナリオ日本医大名誉教授  奥田　稔（千葉医科大学昭和 26 年卒）
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特別寄稿

司会 少しはいますね。それなら今まで生前葬に参列した方いますか……
（挙手なし）
司会 いませんね。すると皆さん。人生はじめての生前葬。記念すべき日ですね。
司会 自分も生前葬をやりたい方は……

（挙手なし）
司会 いませんね。
司会 どなたか生前葬にご意見ありませんか、Ａさんどうですか。
Ａ 生前葬やるから来いよといわれた時は驚きました。しかもホテルで葬式とは。

10年前に老人ホームに入るといわれた時もそうです。それはないでしょうと
思いました。老人ホームといい生前葬といい、先生らしい先見性と自主性に
感心です。

司会 社会学のＹ先生、ご意見を……
Ｙ教授 従来から葬式の型はいろいろですが、商業主義、葬式仏教、寺ばなれなど、

近年急速に変動している。新聞の訃報では密葬、家族葬が多いですね。少子
高齢化がその変動を加速させているんです。遺言でしっかり死後の葬儀の希
望を書いておけば、故人の意志が通るかも知れませんが。今回の生前葬は実
にスマートですね。賛成です。

司会 生前葬は良いとして、その後はどうなりますか。盛大な生前葬を行った水の
江滝子は6年、右翼の大物児玉誉士夫は実に24年生きました。おじちゃまの
主治医であるＫ教授に余命を占ってもらいましょう。

Ｋ教授 難しいですね。今まで心筋梗塞といい、心房細動、肺炎といい驚かされたの
で、突然何が起るかも知れないな。その都度たくましく乗り越えられたんで、
白寿までは生きていて頂きたいですね。

司会 これで彼岸に片足つっこんだことになりますか。人生に一区切りつけたこと
になりますか。これからの余命をどうします。

故人 これをきりに、生かされてきた感謝の気持をどう表わそうか。与えられた学
問の楽しさを社会に還元するため学術顕彰財団を実は設立したんです。独創
的なレベルの高い研究業績をあげた若手研究者に年100万円を贈呈する事業
を100年継続を目ざし実施する。そのため寄附に頼らず、乏しい私財を投じ
ます。私の死後日本医大のＯ教授、千葉大学のＯ教授がまずは引き継ぎ、世
代を通してリレーしてくれるようお願いしてあります。両先生、そうですね。

司会 昨日はおじちゃまの卒寿の誕生日、結婚60年のダイヤモンド婚、学術顕彰財
団の設立など祝儀不祝儀がごっちゃまぜの会で戸惑いますね。司会の私はお
じちゃま流の生き方に敬意を払っています。お帰りに、「卒寿の道程」。おじ
ちゃまの著書をお持ち帰り下さい。本日はご出席ありがとうございました。
至らぬところがいくつもありました。お許し下さい。

（拍手、閉会）
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（今回の受賞について）
　この度、昭和50年より別府小学校をはじめ10校あまりの学校の耳鼻咽喉科の学校
医41年担当していた功績で、平成27年度秋の叙勲にて、平成27年11月3日付けをもっ
て瑞宝双光章が授与されるということが文部科学省より伝達がありました（叙勲の対
象は学校医40年以上と医師会での活動が評価されます）。これもひとえに医師会・学
校関係者のご協力をいただいたお蔭だと感謝しております。

（受賞当日）
　私は歩行が困難（第Ⅶ胸髄部の脊髄髄内腫瘍・良性の血管芽腫の手術後殿部から両
下半身の筋肉に痙性が起こり）で身障者の申請をして式典に出席いたしました。配偶
者も同伴でき、妻が和装の着付けをお願いしなければならないので前日と当日は診療
所を休診にして帝国ホテルに宿泊しました。
　当日、妻が美容室から着付けが終わって帰ってきてから私はモーニングを部屋にて
着せてもらいました。妻は坐骨神経痛があり私も両下肢に痛みがあるので二人とも鎮
痛剤を服用し、さらに、私は妻にボルタレンの坐薬を挿入してもらい痛みの発作に備
えました。高齢者になるとどこかに病気があるようになり嫌ですね。病人になり患者
さんの気持ちが判るようになり、診察する際優しくなりました。支度ができて10時
40分にホテルを出て、タクシーで会場の国立劇場に向かい11時頃に着きました。

（伝達式）
　障害者扱いなので受付は待たずにすぐできました。文部科学省関係の叙勲者の方だ
けで760人もいらしたとのことでした。伝達式開始直前に受付をして、文部科学省の
職員の方の誘導で席迄案内していただきました。本来は受章者と配偶者は別々の席な
のですが、障害者扱いなので妻の席は受章者と同じ場所で私の隣に設けていただき助
かりました。国立劇場大劇場の1階は受章者、2階3階は配偶者と登録してある家族
で沢山の人で一杯でした。
　11月10日（火）の午前11時40分より、国立劇場大劇場において伝達式が馳浩文部
科学大臣より各章の受章者代表者に伝達されました。壇上には大臣と文部科学省の偉
い方々が着席していました。伝達が行われ、各章の代表者一人が5人選ばれて壇上に
座って用意していて、次々に大臣より伝達され勲記・勲章が授与されました。代表者
の中に北大路欣也さんもおられましたし、受章者のなかにはプロゴルファーの青木功
さんもいらっしゃいました。

会員からの近況報告

瑞宝双光章を授与され拝謁の際、天皇陛下とお話できた経験と私の経歴
耳鼻咽喉科中島医院（熊谷市）   中島 正臣（昭和 44 年卒）

会員からの近況報告
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会員からの近況報告

　最後に受章者代表が御礼の言葉を大臣にご挨拶して、40分位で終了しました。
　終わって会場を出ると文部科学省の職員の方が私の胸に勲章をつけていただき、勲
位の入った入れ物と天皇陛下よりの賜りものの紅白のおまんじゅうをいただきました。

（拝謁式）
　伝達式が終わるとバスの中でしばらく待機し、2時10分に34台のバスに分乗して
皇居の門より皇居内に入場しました。皇居内に入り、またしばらくバスの中で待機し、
豊明殿への入場が始まりました。健常者の方は入口にずっと長い列になって並びまし
た。私達車椅子の障害者は、別の入口より順番を待たずに宮内庁の職員の方に誘導さ
れて直ぐに入場できました。拝謁式は文部科学省の受章者760名位と総務省の受章者
400人と受章者の配偶者合計2,000名以上の入場です。私が席について10分位経過し
てから健常者の入場が始まりました。整列するだけで40分位かかりました。豊明殿
の中は沢山の人で大混雑でした。配偶者もそろっての伝達式・拝謁となりました。整
列が終わると宮内庁の職員の方より拝謁の際の注意事項と皇居内の説明が30分あり
ました。妻も同伴出席させていただきました。皇居を出る時は午後4時を過ぎていま
した。おかげさまで下半身が不自由でも車椅子をお借りして障害者扱いとさせていた
だいたので、途中へこたれることなく伝達式・拝謁も無事に終了迄過ごすことができ
ました。
　天皇陛下入場すると中央の壇上に登られ立たれました。受章者代表が御礼の挨拶を
し、天皇陛下がお祝いのお言葉を述べられた後に壇上から降りられて、受章者の前か
ら配偶者などの前を「おめでとうございます」とご挨拶しながら、時々お声がけをし、
場内を一周され出ていかれました。拝謁の際は車椅子に座っていましたが、席の配列
された時、運よく最前列で一番右端の天皇陛下に一番近い席に座ることができました。
ということで陛下がお祝いのお言葉を述べられて場内を歩いて一周なされる時に、最
初に「どうなされました」とお声掛けいただき「脊髄髄内腫瘍後の麻痺と疼痛で苦し
んでおりますが頑張ります」とお応えしたところ「お大事になさってくださいね」と
天皇陛下にお言葉をいただいてお話をできた幸運にも恵まれました。天皇陛下とお話
ができることは稀なことで、大変名誉あることなので帰ってきてから拝謁の様子の話
をすると聞かれた方より大変羨ましがられました。

 （叙勲を受けて最後に）
　しかし、ホテルを10時30分に出てからホテルに帰って写真撮影がおわった時は午
後6時30分でした。どこの場所でも待つことが多く大変疲れた一日でした。
　このような名誉ある賞をいただいたので、これからも長くて辛いリハビリを続けな
ければなりませんが、本来の耳鼻咽喉科の診療（27年4月より一日3時間の診療を再
開し続けております）を中心にゴルフができる身体に戻して、耳鼻咽喉科医としても
う少し頑張って、役に立つことをして生きていければいいなと思っておりますので、
これからもよろしくご指導・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
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会員からの近況報告

（私の経歴）
　昭和38年 埼玉県熊谷高校卒業
　昭和44年 日本医科大学卒業
 医師国家試験合格後日本医科大学第一病院耳鼻咽喉科入局
　昭和46年 毛呂病院→埼玉医科大学耳鼻咽喉科に10年間在籍
　昭和49年 埼玉県熊谷市に耳鼻咽喉科中島医院を夜間開業
　昭和54年 埼玉医科大学退職後、耳鼻咽喉科中島医院を本格的開業
　昭和60年～平成10年 熊谷市医師会理事
　平成4年より現在まで 埼玉県国民健康団体連合会の耳鼻咽喉科の審査員
　平成19年～ 22年 日耳鼻埼玉県地方部会理事
　平成23年～現在まで 同会常任理事（学校保健担当）
　平成18年～ 27年 日本医科大学同窓会理事～業務部長
 埼鏡会は発足以来代表幹事
 本年度より熊谷ゴルフクラブ理事長

（最後に）
　橘鏡会にはあまり出席しなくて申し訳ございません。
　現在、池園君が埼玉医科大学の教授として、ご活躍されております。私は経歴から
埼玉医科大学の耳鼻咽喉科の埼鏡会の代表幹事をおおせつかっておりますので、応援
部隊長として支援してまいります。日本医科大学の卒業生が日本医科大学と埼玉医科
大学の耳鼻咽喉科の講座の主任教授ですのですので、お互い頑張って耳鼻咽喉科の学
会で日本医科大学の卒業生の優秀なことをアピールしていただくことを希望いたしま
す。
　現在、日本医科大学は借入金が多く大変だとのこと。一日も早く、健全経営になっ
て職員・同窓生が安心できる状態の大学にならなければなりません。
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会員からの近況報告

　退職してからあっと云う間に6年の月日が経過しました。
　お誘いがあり今も週に三日半、病院での仕事をしています。　
　自由時間は水泳と俳句です。俳句歴は30年となりました。　　　　　
　そして月一回の静坐会を中央区京橋区民館で土曜日の午後１時から主催しています。　

　　　　　　冬の星　今宵も君と夢の中　　京子

　日本医大、昭和42年卒の赤上嘉英と申します。
　卒後、まもなく半世紀となり、御多分にもれず、我が小さなクリニックも私から子
供（娘）へと世代交代し、ほんの少しだけ働いている現在です。
　全く医学の進歩には驚愕しております。CT、MRI、PET、高精度の内視鏡、iPS細
胞と進歩し、再生医療がどこまで発展するのでしょうか。
　人間の健康な長寿への希望はつきません。寝たきりの長寿はゴメンです。それ故、
足が衰えないようにと、せっせと犬をつれて散歩に勤しんでいる毎日です。

稲垣 京子

赤上医院（江戸川区）   赤上 嘉英（昭和 42 年卒）
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会員からの近況報告

：耳鼻科医の武器を使おう

　花粉症・鼻アレルギーに対しで治療効果のない症例や、季節外にも花粉症状が出現
することを経験します。
　綿棒採取した鼻汁をみると鼻炎の病態は常に変化していることが解り、治療法の間
違いに気づくことが多々あります。無駄な治療を回避し患者負担削減にもつながりま
す。5分でできる検査です。毎日検査していると患者さんの生活・季節と鼻炎との関
係が解ってくることも多々あります。

　3年前に医院を移転しましたが、相変わらず都心で診療を行っています。古希間近
になり、体力的にも精神的にも仕事がしんどくなって、如何に収束させるかを考える
ようになりました。診療以外では、支払基金審査のほか、東京都地方部会副部会長、
東京都耳鼻咽喉科医会理事などの役職を続けさせて頂いております。また、この度日
耳鼻学会から、開業医の全国組織を再編成したいので協力するように要請があり、メ
ンバーに加わることになりました。長年に亘る学会と医会の確執を解消して、真の全
国組織を構築するよう努力する所存です。先生方からのご意見、ご要望をお寄せ頂け
れば幸いです。趣味としては寸暇を惜しんで旅行とゴルフを楽しんでいます。

　今年から新しい耳鼻咽喉科専門医制度がはじまった。今までは学会、講習会に参加
すればだいたい単位は足りたが、これからは学会、講習会の参加は上限が3単位にな
りそれ以上参加しても単位は増えない。増やすためには耳鼻咽喉科領域講習と名付け
られた講習会への参加が必須だが、この講習会は都道府県レベルの主催者に限るため
あまり数がない。東京はまだ恵まれているが、私のような人間には専門医維持はとて
もきびしくなった。

大塚耳鼻咽喉科医院（横浜市）   大塚 博邦（昭和 46 年卒）

岩佐耳鼻咽喉科（中央区）   岩佐 英之（昭和 47 年卒）

大西耳鼻咽喉科（墨田区）   大西 正樹（昭和 54 年卒）
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会員からの近況報告

：熊本地震 2016

　この度の地震に際しましては、奥田名誉教授、八木名誉教授、大久保教授始め橘鏡
会の諸先生、また、坂本付属病院長他同窓の各先生方よりもお見舞いや問い合わせの
電話、メールをいただきありがとうございました。熊本市内や阿蘇は報道でご存知の
ような状況ですが、幸い八代は前震本震とも震源より約40kmはなれており、また、
今回はプレート型の地震ではなく地下10kmほどの直下型の地震であったため、大き
な被害はなくライフラインや診療もほぼ問題なく過ごしていました（4月中は診療は
17時で終了していましたが）。その3日後の、八代が震源の余震も全国放送で長く放
送されましたが、棚からものが落ちた程度でした。ただ、八代市役所、八代市民病院、
デパートの八代支店の建物の使用不能、新幹線の側壁やホームの足の部分の破損、商
店街のショーウインドウ、台風に備えた重い屋根の破損などはあったものの、熊本に
比べれば遥かに軽微でした。
　交通は高速道路はゴールデンウィーク前には全通しましたが、上り車線を使った対
面通行で、一時停止のうえ20kmの速度制限と低速道路の状態でした。ちなみに、停
滞8kmの時は160分かかったそうです（6月よりは50kmに緩和）。九州新幹線も熊本
以南は6割の運行で一部徐行運転、40kmの区間を30分ほどかかる有様で、在来線と
あまり変わらない状況でした（7月には正規の本数に戻り数分遅れになりました）。
　今回の地震の特徴は、大きな地震が2回続いたことと余震の多さであり、余震は7
月初めまでで1,900回ほどと日本全国の一年分だそうです。現在は余震もかなり減っ
ており、タマにグラッと来てはドキッとしながら、また、梅雨の大雨（先日は時間
74mmでした）も加わった中で診療、日常生活を送っています。震災に関してはとも
かく水が一番、懐中電灯、靴、携帯電話は（＋）－（－）、その他の備えが必要です。
　日本医大、大学院、医局などの関東での22年の暮らしを思い出しては、熊本での
生活も17年経ってしまいました。こちらについてはまた機会がありましたら…。

　　　4月14日 前震：益城町で震度7　　M6.5（八代は震度5弱）
　　　     16日 本震：益城町で震度7　　M7.3（八代は震度6弱）
　　　     19日 余震：八代市で震度5強　M5.5
　　　ちなみにM（マグニチュード）が一つあがると強さは約32倍です
　　　1995年 阪神淡路大震災　M7.3　直下型
　　　2011年 東日本大震災　　M9.0　プレート型

上野耳鼻咽喉科医院（八代市）   上野 博史（昭和 58 年卒）
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会員からの近況報告

　「神尾の味を日本橋で」のコンセプトで日本橋に開業して10年。お蔭さまで毎日忙
しく診療をしております。プライベートでは二人の娘が北海道の大学で学んでいる
事から家内は二週間毎に東京と札幌を行き来し、私は逆単身赴任状態で週末は湘南で
ヨットレース、沖縄にもう一艇持って行き連休は南の島でセーリングと東京を中心に
北海道から沖縄と日本を広く楽しんでいます。

　平成16年にクリニカ神田を開業してから、早いもので12年目となりました。開業
時から行っている毎週木曜日の神尾記念病院での手術や指導に加え、この2年間は武
蔵小杉病院でほぼ毎月第4木曜に手術指導を行っています。外来診療と手術で良い生
活リズムが出来ていると感謝しております。武蔵小杉病院の関根先生はグッと腕を上
げられ、いろいろな症例に一人で十分対応できる実力を備えるまでに成長されました。
今後は後輩の指導を頑張るようにと、話しております。
　診療以外では、神田医師会の経理担当理事、東京都耳鼻咽喉科医会の財務、社会保
険担当理事を務め、7月からは日本耳鼻咽喉科学会の社会医療部、保険医療委員会委
員が加わりました。医会では、医局先輩の増野、岩佐、中村、坂口、目澤、大西、市
川の各先生方に大変お世話になっています。
　趣味では昨年入会した船橋ゴルフ倶楽部で毎週末家内や同級生とプレーするのが楽
しみとなっております。大西先生には入会の際に推薦人となっていただきました。
　また、平成21年から始めたアルトサックスは、全く上手くなりませんが老化防止
の為と割り切って、週1回のレッスンに通っています。

耳鼻咽喉科クリニカ神田（千代田区）   相原 康孝（昭和 60 年卒）

耳鼻咽喉科日本橋大河原クリニック（中央区）   大河原 大次（昭和 60 年卒）
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会員からの近況報告

　平成9年卒業の小津千佳です。ここ数年橘鏡会に出席できず、ご無沙汰しておりま
して本当に申し訳ありません。
　現在は実家の静岡に戻り、父の跡を継いで藤枝市で開業をしております。一時期教
室でお世話になりました弟の龍一朗は、母が診療していました静岡市内の診療所を継
ぎ、この2つの診療所を姉弟2人で行き来し、交代で診療にあたっております。
　引き継いだ当初に比べ、若い方や、小さいお子さん連れのお母さんの受診が増え、
おかげさまで静岡市内の診療所は、開業以来1年間の総来院患者数を更新する事が出
来ました。当時、色々心配して下さった先生方に感謝申し上げます。
　私生活では、2015年6月よりRIZAPに入会し、1年をかけて約35kg減量すること
が出来ました。行っている事といえば、糖質制限の食事とその報告・筋トレ・有酸素
運動といった、「やっぱりダイエットに近道は無いんだなぁ」と実感するような、王
道の内容です。今までも同じような内容のダイエットをした事もあったのですが、な
かなか継続できませんでした。
　今回、何とか継続できているのは、
　① 個室で筋トレをするので、患者さんに会う事がないという安心感がある
　② トレーナーが個別に指導くれる為、忙しい花粉症シーズン中はトレーニング内

容を調整してくれたり、停滞期を脱出するための打開策を一緒に模索してくれ
たり、励ましてくれたり‥‥等の細やかなサポートがある

　③ 徐々に持ち上げられるバーベルの重さが増え、出来なかった腹筋・腕立てふせ
が出来るようになり、小さな達成感が
ある

　④ 徐々にダイエットというより習い事
（もしくは、部活）をしている気になっ
てきた

　からでしょうか。
　人生初めての標準体重を目指して、もう
少しだけ頑張みる予定です。
　次回、先生方にお会いする時にリバウン
ドしていましたら、慰めて下さいませ。

　　右 2015年4月 → 左 2016年4月
　　好きな画家の展示会にて

：RIZAP　はじめました藤枝診療所（藤枝市）   小津 千佳（平成 9 年卒）
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各付属病院近況

付属病院 医局長  酒主 敦子（平成 11 年卒）

各付属病院の近況

　現在、付属病院には、部長の大久保公裕以下15名の常勤医師、5名の非常勤医師、
2名の言語聴覚士が勤務しており、研鑽を積んでいます。医局長は昨年10月より酒主
敦子が務めております。
　本年度は、新入医局員として坂井 梓（さかい あづさ）助教を迎えました。2011年
岡山大学を卒業後、NTT東日本関東病院に於いて初期研修を含め5年間勤務後、頭
頸部外科医になりたいという情熱を持ち門を叩いてくれた、心意気と度胸と繊細さを
兼ね備えた本当に頼もしい医師です。既に、重要な戦力として活躍しています。また、
本年1月に吉岡邦暁専修医、4月に佐藤一樹専修医、5月に増野聡助教が付属病院に異
動し、臨床での大健闘は勿論のこと、特に専修医の2人は若手の中心として独特の存
在感を放ち周囲を楽しませてくれます。医局の平均年齢がぐっと下がり、忘れそうに
なっていた瑞々しさを取り戻した今年は、一層の進化を掲げたいと思います。
　日々の臨床が、医局員各々の奮励と粉骨砕身の上に成り立っているのは変わりあり
ません。
　数字と分布に著変なくも、連日多くの手術を行っています。副鼻腔手術用の新し
いナビゲーションシステムの導入や、内分泌外科部長 杉谷巌先生の御厚意により
Nerve Integrity Monitor（通称NIM）を使用させて頂けるようになった事は、術者
の意欲を大きく後押ししてくれました。
　入院患者は、耳鼻咽喉頭の予定手術患者、及び腫瘍以外の緊急入院症例が約3割を
占め、残り7割が頭頸部腫瘍患者です。後者は周術期患者の他、化学放射線治療、化
学療法を行う患者、終末期の患者が含まれます。
　研究においては細矢慶医員（現在、関西医科大学留学中）と昨年度大学院を修了し
た村上亮介助教の成果が認められ、学位を取得しました。
　最後に、多忙を極める中、外来業務をお手伝い下さる医学教育センター 藤倉輝道
先生、非常勤医師の森園徹志先生、白坂邦隆先生、杢野恵理子先生、粉川隆行先生、
小林伸枝先生に、心より御礼申し上げます。
　直接的な事のみならず、ぎりぎりの人数の時も診療実績を落とさぬべく頑張って踏
み留まれるのは、外来を守って下さっているからこそです。
　そして、8月末日に粉川先生が、10月末日をもって杢野先生が退職されます。ずっ
と我々の師表であり、変わらず医局を支えて下さいました。
　深く感謝するとともに、これからの御発展をお祈り申し上げます。
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　各付属病院近況

武蔵小杉病院 医局長  関根 久遠（平成 15 年卒）

　武蔵小杉病院は松根部長体制になり6年目を迎えております。現在、部長･教授：
松根彰志、医長･助教：山口智、医局長･病院講師：関根久遠、助教：石田麻里子、
吉岡友真、専修医：佐藤一樹、大学院生：若山望の計7人の常勤医と、非常勤医師：
相田瑞恵（週1回外来）で診療を行っております。
　本年度より助教の石田が時短勤務となり、病棟、手術はせず外来のみの勤務体制と
なっており、本年度いっぱいで退職の予定となっております。新人医師の3分の1が
女性であり、今後、女性医師が子育てしながらも働ける環境を作ることは非常に重要
で、今後も対策を考える必要があります。専修医の佐藤は本年4月から9月までの予
定で千駄木にて研修を行っております。当院では頭頸部癌や、めまい検査などが十分
に実施できないという環境もあり、4病院で協力して研修体制を作ることが重要と思
われます。
　山口は、当院で嚥下、音声の診察を始めて4年目となり、昨年度1年間の嚥下透視
件数は165件と安定して件数を重ねております。基本的に木曜日1日と外勤日以外の
平日午後はすべて嚥下外来に携わっております。現在は言語療法士、理学療法士、内
科医師、栄養科との合同カンファを毎週水曜日に開催しており、共同で臨床研究も行っ
ております。吉岡は現在、小児睡眠時無呼吸の臨床研究を行っており、本年度も海外
学会も含め三題の演題を提出しております。大学院生の若山は、実験はまとまりつつ
あり、本格的な論文作成に取り掛かっております。本年度も国際学会・研究会含め5
本以上の演題を出しており、非常に忙しい中、鼻科手術を中心に診療のお手伝いをお
願いしています。松根、関根、石田はそれぞれ科学研究費を取得しており、それぞれ
の研究活動を行っております。
　診療体制の充実により手術件数も増加傾向にあり、平成27年度の売上は平成26年
度比114%と5年連続の増収で経過しています。鼻科手術は松根、若山が主に担当し
若手医師の教育を行い、耳科手術は青木先生に加え、相原先生にも定期的にご来院い
ただき、御指導いただきながら関根が担当しております。今後はアブミ骨手術や症例
によっては耳内手術にも対応いたします。頸部良性疾患は主に関根、音声外科手術は
山口が担当しております。吉岡には各種手術に入り専門医に向けた勉強をしていただ
いております。
　5年生の BSLは、引き続き千駄木と武蔵小杉の2病院で同数ずつ担当し、千駄木に
比して専門的な知識を持ったスタッフが少なく、学生たちに十分な指導が行えている
か不安ではありますが、連携教授の大塚先生、非常勤講師の鶴窪先生、山口先生、近
隣で開業された、元昭和大学准教授の金井先生にお手伝いいただき医局員一同全力で
学生指導に当たっています。
　武蔵小杉地区においては2020年の新病院完成が告知されておりましたが、黒川前
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多摩永山病院 医局長  齋藤 明彦（平成 8 年卒）

　多摩永山病院は後藤部長の体制になり四年目を迎えました。
　この一年の人事としては、昨年1月に北総病院から永山病院に異動された吉野綾穂
先生が6月より北総病院に戻られ、交代に北総病院で産休・育休中であった原口美穂
子先生が永山病院で仕事復帰されました。現在常勤としては後藤部長、私齋藤、原口
先生の三人ですが、5月からは以前永山病院で勤務されていた齋藤亜希子先生が毎週
月曜日の外来診療を、6月からは御主人のアメリカ留学に一緒に付いて行かれていた
木村聡子先生が毎週木曜日の外来診療を、また、7月からは横浜で開業されている、
なかがわ耳鼻咽喉科院長の福元晃先生が毎月第一火曜日の外来診療を手伝ってもらっ
ています。常勤医が少ないので非常に助かっており、手伝いに来て下さる先生方には
大変感謝しております。
　現在外来は月曜日から土曜日まで午前中の一般外来の他に、火曜日午前に一般外来
に並行して補聴器外来を、火曜日午後に後藤部長がアレルギー外来を、金曜日午後に
補聴器外来をおこなっています。また、前部長の富山俊一先生が内耳自己免疫病患
者さんのフォローアップや治療のために月一回第一水曜の午後に診察に来て頂いて
おります。
　永山病院耳鼻科では水曜日と金曜日を手術日とし、鼻手術を後藤部長が担当し、私
が扁桃摘出術・ラリンゴマイクロ・頭頸部手術などを担当しています。永山病院では
しばらく鼓室形成術などの中耳手術はおこなっていなかったのですが、一昨年11月
より松延毅医師（新東京病院耳鼻咽喉科部長、慶應義塾大学非常勤講師、防衛医科大
学非常勤講師兼任）に来て頂き、中耳手術を開始しております。
　永山病院全体としては2年ほど前から看護師不足で病棟を一つ閉鎖していましたが、

院長の突然の解任や、法人の収益性悪化に伴い先行きは不透明です。しかし、新病院
で十分な診療体制を確立するためにも、耳鼻咽喉科医局員一丸となって頑張ってまい
りたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

各付属病院近況
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何とか再開にこぎつけ350床から以前の401床に戻りました。
　また、最近はなかなか耳鼻科の新規の器械購入が認められなかったのですが、今年
はPSGを購入する事ができました。今まではアプノモニターだけでの睡眠評価だけ
でしたが、これからはより詳細に睡眠時無呼吸症候群に対する検査をおこなう事がで
きるようになります。多摩地域ではまだPSGを導入している施設は少ないようなの
で積極的に検査をおこなっていきたいと思います。
　今後も少ない永山の耳鼻科医局員一同力を合わせ頑張って行きたいと思いますの
で、橘鏡会の先生方の御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

千葉北総病院 医局長  小町 太郎（平成 14 年卒）

　千葉北総病院は、この1年で、部長交代という大きな変革を迎えました。
　平成28年4月に、長年、千葉北総病院の部長を務められた馬場教授から、長谷川臨
床教授へ部長職が交代されました。馬場先生は引き続き特任院長補佐と医療安全部部
長という院内で重要な仕事をこなされ、われわれスタッフを統括していただいている
ことには変わりありません。また、馬場教授を慕われている外来患者さんたちも多く、
ご多忙な日々が続いております。
　振り返りますと、平成27年7月から馬場教授、長谷川臨床教授、増野医員、私、吉
岡専修医の5人体制に増員されましたが、平成28年1月に吉岡専修医が付属病院へ異
動したため、また4人体制に戻っております。
　なお、昨年、多摩永山病院へ異動した吉野医員と、長期間の産休・育休中であった
原口医員が耳鼻咽喉科専門医試験に合格した報告は吉報でした。平成28年5月からそ
の2人が交代して、吉野綾穂医員が千葉北総病院に、原口医員が多摩永山病院に異動
になりました。紅一点の明るい吉野医員は、外来、病棟、手術室のスタッフ皆から千
葉北総復帰を喜ばれており、大歓迎を受けております。

　各付属病院近況
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　また、千葉北総病院に舌下免疫療法を導入して、一手に担っていただいた増野医員
が、同じく5月に付属病院へ異動となりました。7月中までは毎週月曜午前に舌下免
疫療法の患者さんの継続診療に来ていただく予定となっておりますが、8月以降は現
在の4人全員で分担して診療に当たることになる見込みです。
　長谷川臨床教授が千葉北総病院にいらしてから、これまで、長年馬場教授が行われ
ていた耳科手術は、特に新規症例に関しては長谷川臨床教授が担当されることが多く
なりました。ただ、長谷川臨床教授の耳科手術は日本医科大学の今までの伝統的な方
法と異なり、使用する顕微鏡や器材、パッキング材の管理など全く異なるため、手術室、
病棟、外来をふくめ、各部署で当初混乱を招きました。最近、ようやく体制が整って
きておりますが、まだ長谷川部長が満足されるような環境までには至っておりません。
今後も時間をかけて改善していく予定です。また、耳下腺腫瘍や顔面神経麻痺、耳介
皮膚悪性腫瘍などの治療の際に、長谷川臨床教授が付属病院の稲井先生や鳥取大学の
頭頸部腫瘍グループの先生方と執刀されたり、脳外科、形成外科と合同で手術された
症例もありました。内視鏡下鼻副鼻腔手術に関しては、変わらず私が中心に行ってお
りますが、吉野医員が復帰したため、お互いのスキルアップのためにも分担していき
たいと考えております。四病院の鼻グループカンファでの意見交換や、脳外科など他
科との合同手術経験も活かして、広い視野をもって臨んでいきたいと考えます。ただ、
現状の千葉北総スタッフ人数・構成や手術室、手術枠の制限からは、限界も感じてお
ります。増員が来てくれることを願うばかりです。
　この1年も異動が多かったですが、少ない人数ながら何とか乗り越えているのも、
スタッフや看護部、検査技師だけでなく、毎月外来診療をご援助いただいている小坂
和己先生、島田健一先生や近隣の橘鏡会の先生方のおかげです。
　今後とも、橘鏡会の先生方のご指導、ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

各付属病院近況
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地域連携研究会

谷根千  耳鼻咽喉科･頭頸部外科フォーラム

地域連携研究会

第３回 谷根千
耳鼻咽喉科･頭頸部外科フォーラム

日時

場所

情報提供

年 月 日（土） ～

日本医科大学 橘桜会館 ２ 橘桜ホール

「非鎮静性抗ヒスタミン薬の最新情報」 田辺三菱製薬株式会社

司 会

講演Ⅰ

「 小児アレルギー性鼻炎の問題点と

睡眠時無呼吸に関する話題 」

演者 ：松根 彰志 先生 日本医科大学武蔵小杉病院  

＊講演会終了後、意見交換会を予定しております。 

  マイカーでご来場の際には、意見交換会での飲酒はお控えくださいますよう、お願いいたします。 

主催：田辺三菱製薬株式会社共催 ： 橘鏡会 ・ 田辺三菱製薬株式会社

住所： 東京都文京区向丘 ： （代表

「実地医家での私の研究 ー大学時代からの流れー」

演者 ：大塚 博邦 先生 大塚耳鼻咽喉科医院  

横島 一彦 先生 日本医科大学付属病院  

参加費 円

※ ご参加の際には日本耳鼻咽喉科学会専門医学術集会参加報告票をご持参頂き、 
  受付でご提出ください 

： ～ ：

： ～ ：

座長 ： 後藤 穣 先生 日本医科大学多摩永山病院  

座長 ： 大久保 公裕 先生 日本医科大学付属病院  

講演Ⅱ
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地域連携研究会

武蔵小杉耳鼻咽喉科セミナー
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平成27年度 日本医科大学付属4病院の外来診療・手術実績

外来患者数 入院患者数

付　属　 武蔵小杉 多摩永山 千葉北総 付　属　 武蔵小杉 多摩永山 千葉北総

平成 27 年   4 月 2,444 1,171 862 1,486 56 31 12 26

　5 月 2,300 1,306 841 1,319 49 25 8 19

　6 月 2,672 1,433 930 1,615 72 34 10 25

　7 月 2,590 1,339 876 1,491 66 28 15 40

　8 月 2,298 1,325 848 1,551 60 41 15 44

　9 月 2,374 1,193 822 1,314 46 20 9 37

　10 月 2,628 1,330 921 1,436 62 28 12 34

　11 月 2,214 1,159 791 1,463 43 25 11 29

　12 月 2,443 1,253 909 1,458 39 36 13 27

平成 28 年   1 月 2,105 1,183 796 1,185 40 18 12 24

　2 月 2,332 1,248 883 1,484 53 33 14 44

　3 月 2,561 1,452 963 1,556 60 32 18 42

合計 28,961 15,392 10,442 17,358 646 351 149 391

外来診療実績

外来診療・手術実績
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手　術　名 付属 武蔵小杉 多摩永山 千葉北総

耳科手術

鼓室形成術 26 16 4 50
鼓膜形成術 3 1 0 3
顔面神経減荷術 1 0 0 3
アブミ骨手術 2 1 0 1
外リンパ瘻手術 0 0 0 2
内リンパ囊開放術 0 0 0 0
聴神経腫瘍手術 0 0 0 0
人工内耳埋め込み術 0 0 0 0
先天性痔瘻孔等小手術 5 6 2 2
鼓膜チューブ留置術 3 11 3 10
その他 2 5 0 6

小　計 42 40 9 77

鼻科手術

内視鏡下鼻副鼻腔手術 107 70 25 108
鼻中隔矯正術・下甲介切除術 153 63 11 74
顔面骨骨折整復術 0 1 3 0
その他 0 12 0 0

小　計 260 146 39 182

口腔・咽喉頭手術

口蓋扁桃摘出術 59 91 37 52
アデノイド切除術 10 43 17 28
咽頭形成術 0 8 0 0
唾石手術 12 5 1 0
舌下腺手術 2 2 0 0
咽頭微細手術（含生検） 25 13 9 11
発声・嚥下機能改善手術 0 27 0 0
咽頭・気管狭窄 0 0 0 0
気管支直達鏡 0 0 0 0
その他 0 0 2 0

小　計 100 189 66 91

良性腫瘍等

顔面頸部皮膚腫瘍 1 0 2 1
口腔・咽喉頭腫瘍 2 15 0 0
唾液腺腫瘍 63 4 6 3
鼻・副鼻腔腫瘍（含内視鏡手術） 12 9 4 10
頸部腫瘍 1 1 1 0
甲状腺腫瘍 3 0 1 0
頸部腫瘤（先天性嚢胞等） 8 4 0 1
頸部膿瘍（切開排膿） 6 0 0 1
気管切開 22 3 0 5
リンパ節生検 27 1 8 6
その他 2 1 1 0

小　計 147 38 23 27

頭頸部癌

聴器 2 0 1 0
鼻・副鼻腔 2 3 0 0
口腔・中咽頭 14 0 0 0
喉頭・下咽頭 17 0 0 0
甲状腺 2 0 1 0
唾液腺 3 0 0 1
頸部郭清術のみ 35 0 0 0
救済手術・瘻孔閉鎖など 2 0 0 0
その他 1 0 0 0

小　計 78 3 2 1
合　計 648 416 138 378

手術実績

外来診療・手術実績
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神尾記念病院   院長  神尾 友信（平成 5 年卒）

関連病院近況

　神尾記念病院は1911年創業の耳鼻咽喉科専門病院で、JR御茶ノ水駅から徒歩5分
ほどの場所にあります。JRのほかにも東京メトロや都営地下鉄など複数の路線が通っ
ており、便利な立地ですが、ここ数年で地域の再開発が進んで超高層な複合ビルがい
くつも建設され、景観や街を歩く人々にも変化を感じられるようになりました。私が
常勤として当院に入職してから15年が経ちましたが、時の流れを感じずにはいられ
ません。
　当院の常勤医局員は、男性8名･女性3名（うち1名が育休中）の構成で、昨年9月
にそれまで週1日の非常勤として勤務されていた、昭和大学江東豊洲病院の比野平恭
之先生が常勤として入職されました。比野平先生は耳科手術と鼻副鼻腔手術が専門で
すので、当院が注力している領域の戦力増強が図れました。
　外来は1日平均の患者総数が約370名、うち新患が約60名で、最大6つのブースで
診察を行っています。同門の先生方からは平素より患者さんをご紹介頂いており、こ
の場をお借りして御礼申し上げます。
　手術は鼓室形成術やアブミ骨手術などの耳科手術とESSに注力しています。平成
27年度の実績は耳科手術が約200例、ESSが約250例でした。
　学会活動は、石井賢治副院長と田中健先生が例年、日本耳科学会で演題発表を行っ
ていますが、比野平先生が日本耳科学会の代議員を務めている関係から、本年2月に
は同学会による「中耳真珠腫手術症例登録（進展度分類2015）」に、石井副院長が中
心となってデータ提供の協力を行いました。医局員が多忙であることはご多分に漏れ
ませんが、こうした活動を通じて自己研鑽を続けてもらいたいと願っています。
　新たな取り組みとしては、補聴器販売会社に勤務していた言語聴覚士を採用し、昨
年11月に補聴器外来を開設しました。これによって院内で補聴器のトータルケアが
できるようになり、患者さんからもご好評を頂いています。
　更に、本年4月には東京医療センターなどに於いて、加我君孝先生の下で人工内耳
のリハビリテーションを担当していた言語聴覚士が入職し、当院で同リハビリを開始
しました。それと並行して、石井副院長が加我先生のご指導を受け人工内耳手術の手
技を習得し、今夏に第1例目の同手術を行う予定でいます。これによって、従来から
当院が得意としていた中耳手術だけではなく、外耳から内耳までの耳科疾患に対応で
きる環境･体制が整いつつあります。以前に本誌でも述べましたが、人工内耳手術は
私の父が日本医科大学耳鼻咽喉科の助教授として勤務していた際に、日本で初めて執
刀したという経緯がありますので、その手術を当院で行うことが出来るようになるこ
とに対しては、感慨もひとしおです。

関連病院近況



〈 32 〉 日本医科大学耳鼻咽喉科学教室

総合相模更生病院　 島田 早苗（昭和 38 年卒）

　日本医科大学退職後、平成14年3月直ちに当院に赴任し現在に至ります。
　当院は昭和20年11月1日相模陸軍造兵廠内にあった相模病院の財産の一部を継承し、
終戦の混乱の中、援護の措置を要する人たちの医療、健康の向上を図るため現在地に
開設し、昭和21年5月に財団法人相模更生会となりました。
　昭和55年に総合病院となり、いつの年代から日本医科大学の派遣病院となったか
は定かではありませんが、各科の先生方、耳鼻咽喉科の諸先輩方も例外でなく派遣さ
れていたのを記憶しております。
　私も早いもので就任して15年目になります。平成27年12月にワゲン福祉会総合相
模更生病院となり平成28年1月に頼 徳成先生が赴任され非常勤の先生だった3人を含
む5人で耳鼻咽喉科を担っております。当病院は歴史（60年）も古く近隣の先生方と
の連携、患者さんとの信頼関係も築けており、中核病院としての役割を十分果たして
いると思っております。
　【概要】
　　（スタッフ）　  常勤：島田早苗、　頼　徳成
　　　　　　　  非常勤：大学医師（２名）

　平成27年度　診療体制は次の通りです

　最後になりますが、今後も付属病院、橘鏡会の先生方との繋がりを大切に、また、
耳鼻咽喉科専門病院としての矜持を忘れず、良質な医療の提供に邁進する所存です。
今後とも、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

関連病院近況

診療時間 月 火 水 木 金 土
　9：00 ～
　  11：30

島田
頼

島田
頼

頼
非常勤

手術日
島田
頼

島田
非常勤

 14：00 ～
　  16：30

島田
頼

手術日
頼

非常勤
禁煙外来

島田
頼

　
　

スタッフ写真
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　【平成27年度症例統計】
　　（外来）　　　　 初診 10,496名 再診 10,499名
　　　　　 外来患者総数 13,446名 一日平均 45.6名
　　（入院）入院総患者数 1,091名

　【病院の概要】

　【設備】

関連病院近況

手術件数　平成 18 年から 27 年度（10 年間）
術式名 件数 術式名 件数

口蓋扁桃　アデノイド 481 鼻出血（ベロックタンポンを含む） 52
鼻内副鼻腔手術（POWZ を含む） 368 先天性耳瘻管摘出術 31
アデノイド切除術、チュービング 205 喉頭蓋嚢腫摘出術 52

喉頭ポリープ切除術 102 顎下腺摘出術（唾石含む） 23
喉頭ポリープ切除術（悪性部分切除） 5 耳下腺腫瘍摘出術 28

鼻中隔矯正術、下甲介切除 382 頸部腫瘍摘出術 ( 悪性含む ) 32
鼓室形成術、乳突洞削開 121 鼓膜切開術、チュービング 102

鼓膜形成術 52 口唇嚢腫摘出術 18
その他（外来手術含む） 162 合計 2,256

病院外観  駅屋上より

PET-CT

MRI

人工透析
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花と森の東京病院 鈴木 香代（平成 4 年卒）

　印刷局東京病院から生まれ変わり、同時に耳鼻咽喉科が開設されて3年余りが経ち
ました。1年前この橘鏡会誌でごあいさつしてからの病院の変化としてはICU10床が
開設されたことです。救急搬送されたばかりの患者さんや重症患者さんの病床として
機能しており、耳鼻咽喉科は嚥下機能検査や耳出血、鼻出血の止血に行くことがあり
ます。
　私個人としてはこの3年余りでやっと、電話などで名乗る時に“花と森の東京病院
の…”と言うのに慣れました。正直に言うと初めは長くてメルヘンチックなこの名前
を言うのが恥ずかしく、馴染めないと思っていました。でも慣れというのはすごいも
ので、今では違和感なく言えるようになりました。
　しかし、診療においては慣れないことが多くあります。当たり前のことですが、患
者さんひとりひとりが異なるからです。体質も、病気も、病期も、考え方もそれぞれ
違い、自分の想像の及ばないことがおこります。だから診療は本当に難しい、という
ことを最近改めて強く感じています。
　今後も木曜日の岩村美生先生、土曜午前の大学医局の先生方、また、こちらから紹
介した患者さんを診てくださる大学の諸先生方など多くの先生方のお力をお借りして
努力したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

関連病院近況
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博慈会記念総合病院 杢野 恵理子（平成 5 年卒）

　博慈会記念総合病院に勤務して2年が過ぎました。今日まで勤務が続けられている
のは、付属病院や橘鏡会の先生方のご支援のおかげと感謝しております。
　当科の近況ですが、長年にわたり金曜日の外来を担当して下さった癌研究会有明病
院の瀬戸陽先生が今年3月で退職され、現在は火曜日に付属病院の三輪正人教授にお
越し頂き、その他の曜日を私が担当しています。
　着任した当初は毎日の診療を無事に終えることだけが目標でしたが、この1年間は
少し余裕もでて、自分なりに診療内容の充実を考えるようになりました。
　以前はめまい班で実験や研究をしていた私ですが、最近は日常診療にかまけて、め
まいや平衡障害について勉強する機会が少なくなっていました。勉強し直そうと思い
立ち、昨年7月にめまい平衡医学会医師講習会に参加しました。私よりずっと若い先
生が集まる講習会でしたが、忘れていた知識を思い出したり、新たな検査法を学ぶこ
とができたりと大変有意義な経験になりました。講習会最終日にはかなり難しい修了
試験があり、冷や汗をかきましたが、何とかめまい相談医の認定を頂きました。本年
度は病院に重心動揺計を導入して頂く予定もあり、今後はより専門的なめまい診療を
行っていきたいと考えております。
　また、本年6月から月曜日午後にアレルギー外来を設置し、スギとダニの舌下免疫
療法を開始しました。アナフィラキシーなど副作用に注意が必要な治療法ではありま
すが、入局以来ずっと付属病院で皮下免疫療法をみてきましたので、比較的不安なく
決めることができました。ただ、残念ながらブームに乗り遅れた感があり、今のとこ
ろ患者さんからの問い合わせは余りありません。
　その他の試みとして、リハビリテーション科のSTの先生と嚥下内視鏡検査を始め
ました。まだ勉強中ですが、当院も人口高齢化の影響で嚥下障害の患者さんは多く、
今後ますます重要な検査になりそうです。
　課題は多く試行錯誤の日々ですが、少しずつでもより良い診療ができるよう努力し
たいと考えております。先生方には今後ともご指導ご鞭撻頂けますよう、どうぞ宜し
くお願い申し上げます。

関連病院近況



〈 36 〉 日本医科大学耳鼻咽喉科学教室

教室業績集

平成27年度 教室業績集

論文

英文
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pleted or DEC-205+ DC-activated AR mice. The levels of OVA-
specific IgG1, IgG2a, and IgE, and the number of NALF cells, 
but not BALF cells, were reduced in 33D1+ DC-depleted but 
not in DEC-205+ DC-activated AR mice. Moreover, the acti-
vated DEC-205+ DCs suppressed histamine release from 
 IgE-sensitized mast cells, probably through IL-12 secretion. 
 Conclusions:  The manipulation of innate DC subsets may 
provide a new therapeutic strategy for controlling various 
allergic diseases by reducing histamine release from IgE-sen-
sitized mast cells by driving the immune response towards 
Th1 dominancy via activation of DEC-205+ DCs in vivo. 

 © 2016 The Author(s)
Published by S. Karger AG, Basel 

 Introduction 

 Dendritic cells (DCs) serve an important role by pro-
viding an appropriate internal immune balance between 
Th1 and Th2 responses  [1–3] . In mice, this Th1/Th2 bal-
ance appears to be regulated primarily by two distinct DC 
subsets  [4–6] : CD8α+ DEC-205 (CD205)+ DCs, which 
have the capacity to induce Th1 polarization, and 33D1 
[DC-inhibitory receptor-2 (DCIR2)]+  [7]  DCs, which 
elicit Th2 dominance. In acquired immunity, Th1 polar-

 Key Words 
 Allergic rhinitis · Innate immunity · Dendritic cells · 33D1 
(DCIR-2) · DEC-205 · α-Galactosylceramide 

 Abstract 
  Background:  Two major distinct subsets of dendritic cells 
(DCs) are arranged to regulate immune responses: DEC-
205+ DCs drive Th1 polarization and 33D1+ DCs establish 
Th2 dominancy. Th1 polarization can be achieved either by 
depletion of 33D1+ DCs with a 33D1-specific monoclonal 
antibody (mAb) or by activation of DEC-205+ DCs via intra-
peritoneal injection of α-galactosylceramide (α-GalCer). We 
studied the effect of 33D1+ DC depletion or DEC-205+ DC 
activation in vivo using an established mouse model of al-
lergic rhinitis (AR).  Methods:  Mice were injected intraperito-
neally with OVA plus alum and challenged 4 times with daily 
intranasal administration of OVA. Immediately after the last 
challenge, allergic symptoms such as sneezing and nasal 
rubbing as well as the number of cells in the bronchoalveolar 
lavage fluid (BALF) and nasal lavage fluid (NALF) were count-
ed. The levels of serum OVA-specific IgG1, IgG2a, and IgE 
were also determined by ELISA.  Results:  The allergic symp-
tom scores were significantly decreased in 33D1+ DC-de-
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ization will initiate cellular immune responses against 
foreign bodies to eradicate them, while Th2 dominancy 
will induce acquired humoral immunity to produce vari-
ous antibodies, including IgE, against antigens for elimi-
nation. 

  Additionally, in innate immunity, a Th1 and Th2 bal-
ance can still be observed. Although various types of DC 
subpopulations have been described  [3] , Steinman and 
colleagues  [5]  have suggested that two DC subsets, 33D1+ 
DCs and DEC-205+ DCs, have innate propensities to dif-
ferentially affect the Th1/Th2 balance in vivo. Indeed, we 
have previously shown that it is possible to deplete 33D1+ 
DCs and establish Th1 dominance by DEC-205+ DCs 
through the administration of a 33D1-specific monoclo-
nal antibody (mAb) in vivo  [8] . Based on these findings, 
we recently reported that the depletion of 33D1+ DCs in 
pregnant mice following syngeneic mating strongly in-
duced spontaneous abortion during the perinatal period 
that was mediated through Th1 augmentation initiated 
by DEC-205+ DC dominance  [9] . In contrast, Th2 dom-
inance organized by the 33D1+ DC subset may be re-
quired to maintain a successful pregnancy. In fact, we 
have found that progesterone, a maternal hormone that 
maintains the pregnant state, has the capacity to stimulate 
and activate the 33D1+ DC subset. Moreover, it has been 
proposed that Th2 dominancy is also required to elicit an 
allergic status; many allergic symptoms worsen during 
pregnancy  [10, 11] . Thus, the alteration of Th2 to Th1 
dominance in vivo appears to be a promising strategy to 
overcome a variety of allergic diseases.

  In the present study, using the established allergic rhi-
nitis (AR) mouse model, we examined the effects of de-
pleting the 33D1+ DC subset either on the sensitization 
phase of an allergen or on the induction phase of allergic 
symptoms via allergen challenge in sensitized mice. We 
found that both the production of allergen-specific IgE 
and allergic responses to the allergen challenge were 
markedly inhibited by depletion of the 33D1+ DC subset 
before and during sensitization with the allergen. How-
ever, although allergic responses were apparently inhib-
ited, allergen-specific IgE production was not suppressed 
by depletion of the 33D1+ DC subset after sensitization. 
These findings indicate that the 33D1+ DC subset should 
be required for both sensitization with an allergen to ini-
tiate IgE production and elicitation of antigen-specific al-
lergic responses; thus, we can prevent antigen-specific 
IgE production by eliminating the 33D1+ DC subset be-
fore sensitization. 

  Moreover, our findings also suggest that we can ma-
nipulate allergic reactions by selectively activating the 

DEC-205+ DC subset, which may induce a Th1-domi-
nant status. It has recently been reported that α-
galactosylceramide (α-GalCer), a known glycolipid anti-
gen that stimulates invariant natural killer T (iNKT) cells 
expressing invariant Vα14 TCRs in a CD1d-restricted 
manner  [12] , can specifically stimulate DEC-205+ DCs 
 [13] . Based on these findings, we intraperitoneally ad-
ministered α-GalCer to allergen-sensitized mice and 
found that we could reduce allergic reactions using this 
procedure.

  Taken together, our findings suggest that we can ma-
nipulate allergic reactions to specific allergens not only by 
depleting the 33D1+ DC subset, but also by selectively 
activating the DEC-205+ DC subset through the admin-
istration of a glycolipid such as α-GalCer, even during the 
antigen-specific IgE-producing state. The findings shown 
here shed new light on a method that can be used to ana-
lyze the pathogenesis of allergy as well as allergy treat-
ment.

  Materials and Methods 

 Mice 
 Six- to 8-week-old female BALB/c (H-2d) mice were purchased 

from Charles River (Tokyo, Japan), maintained in microisolator 
cages under pathogen-free conditions, and fed autoclaved labora-
tory chow and water. At least 4 mice in each experimental cohort 
were examined. All of the animal experiments were performed ac-
cording to the guidelines for the care and use of laboratory animals 
by the National Institutes of Health (NIH; Bethesda, Md., USA) 
and approved by the Review Board of Nippon Medical School (To-
kyo, Japan).

  OVA-Induced Sneezing or Nasal Rubbing in Mice 
 Mice were injected intraperitoneally with 20 μg OVA (Sigma-

Aldrich; St Louis, Mo., USA) emulsified with 2.25 mg alum 
[Al(OH) 3 ] (Pierce; Rockford, Ill., USA) in 200 μl PBS on days 0, 7, 
14, and 21 of the experiment. The mice were challenged 4 times by 
daily intranasal administration of 600 μg OVA dissolved in 20 μl 
PBS on days 35–38 without anesthesia. Allergic responses were 
monitored immediately following the last challenge, and sneezing 
and nasal rubbing were counted for 5 min. 

  Isolation of Bronchoalveolar Lavage Fluid and Nasal Lavage 
Fluid 
 Six hours after the last nasal challenge, mice were euthanized 

by intraperitoneal injection of an overdose of pentobarbital sodi-
um solution. Bronchoalveolar lavage fluid (BALF) was collected 
via three injections of 0.5-ml aliquots of PBS (total volume of 1.5 
ml) using a tracheal cannula. PBS (160 μl) was instilled via trache-
otomy into the nasal cavity by using a micropipette, and nasal 
 lavage fluid (NALF) was collected. The cells were centrifuged at 
300  g  for 5 min and resuspended in PBS for analysis. The total 
numbers of cells in the BALF or NALF were counted using a he-
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mocytometer. Slides were then prepared using a cytocentrifuge 
(StatSpin; Beckman Coulter, Brea, Calif., USA), stained with May-
Grünwald-Giemsa staining, and the number of eosinophils were 
evaluated by observing at least 300 cells.

  In vivo Depletion of 33D1+ DCs and Activation of DEC-205+ 
DCs 
 In vivo depletion of 33D1+ DCs in mice was performed as de-

scribed previously  [8] . In brief, the culture supernatant of 33D1 
hybridoma cells (ATCC, Manassas, Va., USA) was collected, and 
a 33D1 mAb (rat IgM) against DCIR2 was purified from the su-
pernatant by ion-exchange chromatography using diethylamino-
ethyl (DEAE)-cellulose (DE52; Whatman, Maidstone, UK). Mice 
were injected intraperitoneally with 0.5 mg purified 33D1 mAb or 
control rat IgM (Jackson Immuno Research Laboratories, West 
Grove, Pa., USA) as described in the experimental protocols for 
each figure.

  In vivo activation of DEC-205+ DCs was performed via the in-
jection of α-GalCer (KRN7000; Funakoshi Co., Ltd., Tokyo, Ja-
pan). Mice were injected intraperitoneally with 2 μg α-GalCer in 
100 μl distilled water on day 32 as described in the legend for figure 
4 and on days –1, 6, 13, 20, 27, and 34 as described in the legend 
for figure 5.

  Determination of the Amount of Anti-OVA Antibodies and 
IL-12p40 in Sera 
 The production of OVA-specific IgG1 and IgE antibodies, anti-

OVA-specific IgG2a antibodies, and IL-12p40 was measured with 
an anti-OVA EIA Kit (Cayman Chemical Company, Ann Arbor, 
Mich., USA), anti-OVA IgG2A Antibody Assay Kit (Chondrex 
Inc., Redmond, Wash., USA), or IL-12p40 detection Kit (R&D Sys-
tems, Minneapolis, Minn., USA), respectively, using blood sam-
ples collected 6 h after the last nasal challenge. The results are pre-
sented as arbitrary units.

  Flow Cytometric Analysis 
 Flow cytometric analyses were performed to determine the 

surface molecule expression of the cells using a FACSCanto II 
six-color cytometer (Becton Dickinson Immunochemical Sys-
tems, Mountain View, Calif., USA). Half a million cells were pel-
leted and resuspended in 100 μl PBS containing 1% FCS and 0.1% 
sodium azide. Fluorescent dye-labeled mAbs were added to the 
pellet and incubated for 30 min at 4   °    C. The cells were then 
washed twice and resuspended in PBS. The following antibodies 
were used: FITC-labeled anti-mouse CD11c (clone N418; BioLe-
gend, San Diego, Calif., USA), PE or PE/Cy7-labeled anti-mouse 
CD205 (DEC-205) (clone NLDC-145; BioLegend), APC-labeled 
anti-mouse DC marker (33D1) (clone 33D1; BioLegend), PE-la-
beled anti-mouse CD1d (clone 1B1; BioLegend), APC/Cy7-la-
beled anti-mouse MHC class II (MHC-II) (clone M5/114.15.2; 
BioLegend), PE-labeled anti-mouse CD8α (clone 53-6.7; BioLeg-
end), PE-labeled anti-mouse CD80 (clone 16-10A1; BioLegend), 
PE-labeled anti-mouse CD86 (clone GL1; BioLegend), PE-la-
beled anti-mouse CD40 (clone 3/23; BioLegend), PE-labeled an-
ti-mouse PD-L1 (clone 10F.9G2; BioLegend), and PE-labeled an-
ti-mouse α-GalCer:CD1d complex (clone L363). Dead cells were 
gated out by forward and side scatter based on propidium iodide 
uptake. 10,000 events were acquired for each sample and ana-
lyzed using FlowJo software (Tree Star Inc., Ashland, Oreg., 
USA).

  Histamine Detection 
 Bone marrow (BM) cells of BALB/c mice (2 × 106 cells/well) 

were cultured in RPMI-1640 medium (Sigma-Aldrich, St. Louis, 
Mo., USA), supplemented with 10% heat-inactivated FCS, 2 m M  
 L -glutamine (Sigma-Aldrich), 10 m M  HEPES, 100 μ M  nonessential 
amino acids (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, Calif., USA), 
10 m M  sodium pyruvate (Sigma-Aldrich), 100 U/ml penicillin (In-
vitrogen Life Technologies), 100 μg/ml streptomycin (Invitrogen 
Life Technologies), and 10 ng/ml IL-3 (PeproTech, Rocky Hill, 
N.J., USA) in a humidified incubator at 37   °   C and 5% CO 2 . After 
3–4 weeks of culture, the obtained c-kit+ BM-mast cells were ad-
justed to >95% pure mast cells. BM-mast cells were incubated at a 
density of 2 × 105 cells with anti-DNP mouse IgE mAb (240 ng/ml; 
clone SPE7; Sigma-Aldrich) at 37   °   C overnight with either IL-10 
(20 ng/ml; PeproTech) or IL-12 (20 ng/ml; R&D Systems), in the 
presence of 2 × 105 cells of BM-derived DCs (BM-DCs) or α-GalCer 
(20 ng/ml)-stimulated BM-DCs, 33D1-depleted BM-DCs. After 
being washed 3 times with RPMI-1640, the treated cells were fur-
ther incubated for 60 min with 10 ng/ml DNP-BSA (Sigma-Al-
drich) at 37   °   C. Quantitative determination of histamine in the 
cell-free supernatants was performed using a histamine enzyme 
immunoassay kit (SPI-BIO, Bretonneux, France).

  Statistical Analysis 
 The results were analyzed using Student’s t test and Tukey’s 

multiple comparison test, and the results are presented as the mean 
value ± SD. Differences at p < 0.05 were considered statistically 
significant.

  Results 

 Establishment of an AR Mouse Model 
 To examine the role of DCs in experimental AR in 

mice, we first confirmed the characteristics of our estab-
lished AR mouse model based on previous findings  [14] . 
BALB/c mice were sensitized via intraperitoneal injection 
of 20 μg OVA mixed with 2.25 mg of the adjuvant alum 
4 times on days 0, 7, 14, and 21. The AR mice were then 
challenged 4 times by daily intranasal administration of 
600 μg OVA in PBS on days 35–38 (online suppl. fig. 1a; 
see www.karger.com/doi/10.1159/000443237 for all on-
line suppl. material). Allergic symptoms were estimated 
based on the number of observations of sneezing and na-
sal rubbing during the 5 min immediately after the final 
nasal challenge with OVA. Sneezing and nasal rubbing 
after the final challenge were much higher in AR mice 
than in control mice that were sensitized with alum alone 
(online suppl. fig. 1b, c). Six hours after the final chal-
lenge, the mice were euthanized and the sera, BALF, and 
NALF were isolated for characterization. 

  The levels of serum OVA-specific IgG1, IgG2a, and 
IgE were all higher in AR mice than in control mice (on-
line suppl. fig. 1d–f). To examine whether the symptoms 
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of asthma could be induced via sensitization with OVA 
plus alum in AR mice, the number of cells in the BALF 
was estimated. Although there were no apparent differ-
ences between AR and control mice in terms of BALF 
cells (online suppl. fig.  1g), the number of cells in the 
NALF was significantly higher in AR mice than in control 
mice (online suppl. fig. 1h). Moreover, it should be noted 
that the number of eosinophils was always far higher in 
the NALF, but not in the BALF, of AR compared with 
control untreated mice (online suppl. fig. 1i), suggesting 
that the AR mice were certainly sensitized with the aller-
gen OVA and that the nasal route played a major role in 
inducing allergic reactions in AR mice. These results in-
dicate that an experimental AR mouse model exhibiting 
various IgE-mediated allergic symptoms could be suc-
cessfully achieved via intranasal sensitization with OVA 
plus the adjuvant alum in BALB/c mice.

  Characterization of DC Subsets in the Spleen of 
Normal BALB/c Mice  
 DCs play a pivotal role in providing an appropriate 

internal balance between the Th1 and Th2 immune re-
sponses. As demonstrated in the left panel of  figure 1 a, 
murine DCs could be obtained as with the CD11c+MHC-
II+ subset in the spleen (0.776%). These CD11c+MHC-

II+ DCs could be divided mainly into three nonoverlap-
ping populations: DEC-205+, 33D1+, and DEC-205– 
33D1– (double negative) DCs (middle panel of  fig. 1 a). It 
should be noted that DEC-205+ 33D1+ (double positive) 
DCs were hardly detected (middle panel of  fig. 1 a). More-
over, the majority of the DEC-205+ DCs were CD8α+ 
(right panel of  fig.  1 a). In addition, the expression of 
CD1d was examined in each DC subset and found in ap-
proximately 80% of DEC-205+ DCs, 50% of 33D1+ DCs, 
and 20% of DEC-205– 33D1– DCs ( fig. 1 b). The Th1/Th2 
balance appears to be regulated primarily by those two 
distinct DC subsets, DEC-205+ DCs, which have the ca-
pacity to establish Th1 polarization, and 33D1+ DCs, 
which induce Th2 dominance  [4, 6, 15] , and may assist in 
inducing an allergic status. 

  In vivo Depletion of 33D1+ DCs by Intraperitoneal 
Injection with Anti-33D1 mAb in Normal BALB/c 
Mice 
 We recently reported that 33D1+ DCs can be depleted 

in vivo by treating C57BL/6 mice with an anti-33D1 mAb 
and that the Th1/Th2 balance can be controlled by the 
manipulation of DC subsets  [8, 9] . To observe the effects 
of 33D1+ DC depletion in AR mice, we first confirmed 
whether 33D1+ DCs could also be depleted in normal 

a

b

  Fig. 1.  Characterization of DC subsets in 
the spleen of normal BALB/c mice. 
 a  CD11c+MHC-II+ cells in the spleen 
(0.776%) of normal BALB/c mice were 
considered to be DCs (indicated by the 
square in the left panel). The gated 
CD11c+MHC-II+ DCs were further 
stained with 33D1-specific mAb, DEC-
205-specific mAb, and CD8α mAb, and an-
alyzed by flow cytometry (right panels). 
 b  CD1d molecule-expression in each DC 
subset was also examined and the percent-
age of CD1d molecule-expressed DCs 
among each subset (left panels) and their 
percentages are indicated (right panel). 
Gray histograms indicate the isotype-
matched negative control. The results 
shown are representative of 3 independent 
experiments using 4 mice per group.  
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BALB/c mice using this procedure. Normal BALB/c mice 
were injected with 0.5 mg purified anti-33D1 mAb i.p. for 
3 consecutive days, and the percentages of 33D1+ DCs 
and DEC-205+ DCs in the spleen were analyzed by flow 
cytometry 1 day, 1 week, and 2 weeks after the final injec-
tion (online suppl. fig. 2a). As shown in online supple-
mentary figure 2b, 33D1+ DCs in the spleen were almost 
completely depleted from 1 day to 1 week after the final 
injection, but a small number of cells reappeared after 2 
weeks. However, the percentages of the DEC-205+ DC 
subset were somewhat increased in anti-33D1 mAb-
treated mice (online suppl. fig. 2b). Therefore, to deplete 
or suppress the numbers of 33D1+ DCs in the spleens of 
BALB/c mice continuously for approximately 6 weeks, 
the mice were injected with the anti-33D1 mAb on 3 suc-
cessive days and given weekly booster injections with the 
same mAb 5 times (online suppl. fig. 2c). The percent-
ages of 33D1+ DCs and DEC-205+ DCs in the spleen cells 
of the treated mice were analyzed by flow cytometry. The 
33D1+ DCs in the spleen were completely depleted for 
approximately 6 weeks, while the percentage of DEC-
205+ DCs remained almost unchanged (online suppl. 
fig. 2d). These findings indicate that we could continu-
ously eradicate 33D1+ DCs from normal BALB/c mice 
for approximately 6 weeks by weekly injections with an 
anti-33D1 mAb after the initial administration. As shown 
in the  figure 1 , DEC-205+ 33D1+ (double positive) DCs 
could not be detected among the splenic cells of AR mod-
el mice. Thus, DEC-205+ DCs were not affected by the 
treatment with anti-33D1 mAb. 

  The Effects of 33D1+ DC Depletion before OVA plus 
Alum Sensitization in the AR Mouse Model 
 As shown in the experimental protocol presented in 

 figure 2 a, BALB/c mice were injected intraperitoneally 
with 0.5 mg purified anti-33D1 mAb for 3 successive days 
followed by weekly booster injections with the same mAb 
for 5 weeks. As in normal untreated mice, spleen cells 
were prepared 4 days after the last mAb injection (38 days 
after the first sensitization with OVA plus alum), and the 
percentages of both 33D1+ DCs and DEC-205+ DCs 
were analyzed by flow cytometry. As previously shown in 
online supplementary figure 2d, although 33D1+ DCs 
were almost completely depleted from the spleens of un-
treated normal BALB/c mice, a small percentage of the 
33D1+ DC subset always remained when OVA plus ad-
juvant alum was administered in AR mice ( fig. 2 b), sug-
gesting that the adjuvant alum and/or OVA sensitization 
may possess the required potency to maintain 33D1+ DC 
subset numbers in vivo. 

  Then, we examined whether 33D1+ DCs could be de-
pleted via the described procedure in mice treated with 
either alum alone or OVA alone. As shown in  figure 2 c, 
although 33D1+ DCs were almost completely eradicated 
from the spleens of untreated BALB/c mice (left upper 
middle panel, 0.06%), a small number of the 33D1+ DC 
subset remained following the injection of adjuvant alum 
into the mice (right upper middle panel, 0.85%). These 
results suggest that the adjuvant alum might have the 
ability to maintain the percentage of 33D1+ DCs in the 
spleens of AR mice, even with frequent injections of anti-
33D1 mAb.

  Next, we examined the effects of 33D1+ DC depletion 
in AR mice before sensitization with alum plus OVA us-
ing the protocol shown in  figure 2 a. Sneezing and nasal 
rubbing after nasal challenge with OVA were examined 
to compare the untreated control, AR, and 33D1+ DC-
depleted AR mice. Both sneezing ( fig. 2 d) and nasal rub-
bing ( fig. 2 e) were significantly decreased in 33D1+ DC-
depleted AR mice compared with untreated AR mice. 
Additionally, the levels of serum OVA-specific IgG1 
( fig. 2 f), IgG2a ( fig. 2 g), and IgE ( fig. 2 h) were lower in 
33D1+ DC-depleted AR mice than in untreated AR mice. 
Moreover, it should be noted that, although the number 
of BALF cells in 33D1+ DC-depleted AR mice remained 
almost unchanged compared with that in untreated AR 
mice ( fig. 2 i), the 33D1+ DC-depleted AR mice displayed 
a significant reduction in the number of NALF cells 
( fig. 2 j). The number of eosinophils in NALF was again 
markedly higher in AR mice stimulated with OVA than 
in control mice (data not shown). Therefore, depletion of 
the 33D1+ DC subset in vivo during antigenic sensitiza-
tion with OVA plus alum inhibits not only various aller-
gic symptoms such as sneezing and nasal rubbing, but 
also the production of allergen-specific immunoglobu-
lins in the serum. These results indicate that the 33D1+ 
DC subset plays an important role in the induction of al-
lergic responses through sensitization with OVA to pro-
duce specific antibodies. 

  The Effects of 33D1+ DC Depletion in OVA-Sensitized 
AR Mice 
 Next, we examined the effects of depleting the 33D1+ 

DC subset in the spleen on allergic reactions in OVA-
sensitized AR mice. The AR mice were prepared by in-
jecting OVA plus the adjuvant alum as shown in  figure 2 , 
and the 33D1+ DC subset in the spleens of the sensitized 
mice was depleted with anti-33D1 mAb immediately pri-
or to nasal challenge ( fig. 3 a). Six hours after the last nasal 
challenge on day 38, we used flow cytometry to test 
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a b

c
d e

f g h i j

  Fig. 2.  Depletion of 33D1+ DCs in vivo via the injection of anti-
33D1 mAb in AR mice.  a  Mice were intraperitoneally (i.p.) inject-
ed with 0.5 mg purified anti-33D1 mAb on 3 consecutive days 
(days –3, –2, and –1) and boosted with 0.5 mg the same mAb once 
per week 5 times (days 6, 13, 20, 27, and 34). These mice were also 
sensitized by an intraperitoneal injection of OVA plus the adjuvant 
alum on days 0, 7, 14, and 21. Two weeks after the final sensitiza-
tion, the mice were challenged 4 times by daily intranasal admin-
istration of OVA on days 35–38.  b  Six hours after the last challenge, 
spleen cells were prepared from the mice, and the   percentages of 

33D1+ DCs and DEC-205+ DCs were analyzed by flow cytometry. 
 c  The effects of 33D1+ DC depletion by anti-33D1 mAb on OVA 
plus adjuvant alum sensitization of AR mice were examined. 
Sneezing and nasal rubbing ( d ,  e ), anti-OVA-specific immuno-
globulins ( f–h ), and the total numbers of cells in BALF ( i ) and 
NALF ( j ) were determined. The results shown are representative 
of 3 independent experiments using 4 mice per group. Statistical 
analyses were performed using Tukey’s multiple comparison test, 
and  *  p < 0.05 and  *  *  p < 0.01 were considered statistically signifi-
cant. 
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a

b c d

e f g h i

  Fig. 3.  Effects of 33D1+ DC depletion on allergic symptoms in 
OVA-sensitized mice.  a  Mice were injected intraperitoneally (i.p.) 
with 20 μg OVA mixed with 2.25 mg alum in 200 μl PBS on days 
0, 7, 14, and 21. The 33D1+ DCs were depleted by intraperitoneal 
injection with anti-33D1 mAb on days 32–34. Following the deple-
tion of 33D1+ DCs, the mice were challenged with daily intranasal 
OVA solution on days 35–38.  b  Six hours after the last challenge 
on day 38, spleens were isolated from the mice and the percent-
ages of 33D1+ DCs and DEC-205+ DCs were analyzed by flow 

cytometry. After depletion of the 33D1+ DCs, the mice were chal-
lenged with daily intranasal OVA solution on days 35–38. Sneez-
ing ( c ), nasal rubbing ( d ), anti-OVA-specific immunoglobulins 
( e–  g ), and total numbers of cells in BALF ( h ) and NALF ( i ) were 
counted. The results presented are representative of 3 independent 
experiments using 4 mice per group. Statistical analyses were per-
formed using Tukey’s multiple comparison test, and    *  p < 0.05 and 
 *  *  p < 0.01 were considered statistically significant.  
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whether the 33D1+ DC subset was depleted from the 
spleens of sensitized mice. As shown in  figure 3 b, the per-
centage of 33D1+ DCs in anti-33D1 mAb-treated AR 
mice (right upper panel; 0.05%) was significantly lower 
than that in untreated AR mice (middle upper panel; 
3.23%) or control untreated mice sensitized with alum 
alone (left upper panel; 2.17%). As expected, the percent-
age of the 33D1+ DC subset increased slightly on day 41 
(data not shown) in anti-33D1 mAb-treated AR mice, in-
dicating the slow but gradual recovery of this subset even 
after strong depletion in AR mice. As also shown in the 
lower panels of  figure 3 b, the percentage of the DEC-205+ 
DC subset displayed a relative increase in AR mice treat-
ed with anti-33D1 mAb (right lower panel; 1.12%). Under 
these conditions in which a relatively high percentage of 
the DEC-205+ DC subset was detected in sensitized AR 
mice whose 33D1+ DCs were depleted, sneezing and na-
sal rubbing after nasal challenge were significantly inhib-
ited compared with the untreated AR mice ( fig. 3 c, d). 
However, the production of serum OVA-specific IgG1, 
IgG2a, and IgE remained almost unchanged between 
33D1+ DC-depleted and untreated AR mice ( fig. 3 e–g). 
Moreover, while the numbers of BALF cells were again 
almost the same in these two groups ( fig. 3 h), the num-
bers of NALF cells in 33D1+ DC-depleted AR mice were 
lower than those in untreated AR mice ( fig. 3 i). Taken 
together, although the magnitude of the effect of 33D1+ 
DC depletion in OVA-sensitized AR mice was smaller 
than that observed via continuous depletion throughout 
the sensitization period, the presence of the 33D1+ DC 
subset appears to assist in the induction of allergic re-
sponses to OVA nasal challenge.

  Effects of α-GalCer Administration on Allergic 
Reactions in AR Mice 
 As mentioned before, the Th1/Th2 balance appears to 

be regulated primarily by two distinct DC subsets, DEC-
205+ DCs and 33D1+ DCs, and allergic reactions appear 
to be initiated and maintained via Th2 polarization by 
33D1+ DCs. It was recently reported that a known target 
of NKT cells, specifically the CD1d-restricted glycolipid 
antigen α-GalCer, can selectively activate DEC-205+ DCs 
to shift the Th1/Th2 balance towards Th1 dominance 
 [13] . Based on the experimental protocols shown in  figure 
4 a, we used a single intraperitoneal injection with 2 μg/
mouse of α-GalCer to determine whether activation of 
DEC-205+ DCs could be achieved in OVA-sensitized AR 
mice. Although the percentage of 33D1+ DCs remained 
almost unchanged following the administration of 
α-GalCer, as shown in the upper panels of  figure 4 b, there 

was a significant increase in the number of DEC-205+ 
DCs (lower panels of  fig. 4 b). The percentage of DEC-
205+ DCs was markedly increased in OVA-sensitized AR 
mice that received an intraperitoneal injection of 2 μg 
α-GalCer, although the percentage of 33D1+ DCs was 
slightly decreased ( fig.  4 c). As expected, allergic symp-
toms such as sneezing and nasal rubbing were both sig-
nificantly reduced in OVA-challenged AR mice inocu-
lated intraperitoneally once with 2 μg/mouse of α-GalCer 
( fig. 4 d, 4e). It should be noted that the sensitized mice 
still produced OVA-specific antibodies such as IgG1 
( fig.  4 f), IgG2a ( fig.  4 g), and IgE ( fig.  4 h). In addition, 
while the number of BALF cells remained almost un-
changed ( fig. 4 i), the number of NALF cells was signifi-
cantly reduced in the challenged mice that received 
α-GalCer ( fig. 4 j). These findings suggest that the selec-
tive activation of DEC-205+ DCs in OVA-sensitized mice 
resulting in the production of OVA-specific IgG1, IgG2a, 
and IgE suppressed local allergic reactions following a na-
sal challenge with OVA, but did not cause a decrease in 
antibody production.

  Effects of α-GalCer Preadministration on Allergic 
Sensitization 
 Next, to examine the possibility that preadministra-

tion of α-GalCer could inhibit allergic sensitization with 
OVA plus alum adjuvant as indicated in  figure 5 a, 
BALB/c mice were injected intraperitoneally with 2 μg/
mouse of α-GalCer 6 times at weekly intervals before, 
during, and after sensitization to determine whether ac-
tivated DEC-205+ DCs could inhibit OVA-sensitization 
of AR mice in vivo ( fig. 5 a). Although the percentage of 
33D1+ DCs was slightly decreased by the 6 injections of 
α-GalCer, as shown in the upper panels of  figure 5 b, there 
was a significant increase in the number of DEC-205+ 
DCs (lower panels of  fig. 5 b). Additionally, the percent-
age of DEC-205+ DCs increased markedly when OVA-
sensitized AR mice received an intraperitoneal injection 
of 2 μg α-GalCer, although the percentage of 33D1+ DCs 
decreased slightly ( fig. 5 c). As expected, allergic symp-
toms such as sneezing and nasal rubbing were signifi-
cantly suppressed in the OVA-challenged AR mice that 
received 6 injections of α-GalCer at a concentration of 2 
mg/mouse ( fig.  5 d, e). It should be noted that the 
α-GalCer-treated sensitized mice produced OVA-specif-
ic IgG1 and IgE antibodies ( fig. 5 f, h), but also exhibited 
significantly reduced IgG2a production ( fig. 5 g). In ad-
dition, although the number of BALF cells remained al-
most unchanged ( fig. 5 i), the number of NALF cells was 
again significantly reduced in the challenged mice that 
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a b

c d e

f g h i j

  Fig. 4.  Effects of DEC-205+ DC activation by α-GalCer in OVA-
sensitized mice.  a  For the sensitization, mice were injected intra-
peritoneally (i.p.) with 20 μg OVA mixed with 2.25 mg alum in 200 
μl PBS on days 0, 7, 14, and 21. DEC-205+ DCs were activated by 
a single intraperitoneal injection with 2 μg/ml α-GalCer on day 32. 
After activation of the DEC-205+ DCs, the mice were challenged 
with daily intranasal (i.p.) OVA solution on days 35–38.  b ,  c  Six 
hours after the last challenge (38 days), spleens were isolated from 

the mice and the percentages of 33D1+ DCs and DEC-205+ DCs 
were analyzed by flow cytometry. Sneezing ( d ) and nasal rubbing 
( e ), anti-OVA-specific immunoglobulins ( f–h ), and total numbers 
of cells in BALF ( i ) and NALF ( j ) were determined. The results 
shown are representative of 3 independent experiments using 4 
mice per group. Statistical analyses were performed using Tukey’s 
multiple comparison test, and    *  p < 0.05 and  *  *  p < 0.01 were con-
sidered statistically significant.  
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a b

c d e

f g h i j

  Fig. 5.  Effects of DEC-205+ DCs activation by α-GalCer on OVA-
sensitization in AR mice.  a  To examine the possibility that the pre-
administration of α-GalCer could inhibit allergic sensitization 
with OVA plus alum, BALB/c mice were injected intraperitone-
ally (i.p.) with 2 μg/mouse of α-GalCer 6 times at weekly intervals 
before, during, and after sensitization to determine whether the 
activation of DEC-205+ DCs could inhibit OVA sensitization in 
AR mice.  b ,  c  Six hours after the last challenge (38 days), spleens 

were isolated from the mice and the percentages of 33D1+ DCs and 
DEC-205+ DCs were analyzed by flow cytometry. Sneezing ( d ) 
and nasal rubbing ( e ), anti-OVA-specific immunoglobulins ( f–h ), 
and total numbers of cells in BALF ( i ) and NALF ( j ) were deter-
mined. The results shown are representative of 3 independent ex-
periments using 4 mice per group. Statistical analyses were per-
formed using Tukey’s multiple comparison test, and    *  p < 0.05 and 
 *  *  p < 0.01 were considered statistically significant.  
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received α-GalCer ( fig. 5 j). In summary, although DEC-
205+ DC activation due to α-GalCer administration in 
OVA-sensitized AR mice did not affect OVA-specific 
IgE production, DEC-205+ DC activation prior to sensi-
tization suppressed the production of IgG2a as well as 
various allergic symptoms.

  Kinetics of DC Subset Activation and Costimulatory 
Molecule Expression in DC Subsets in Response to 
α-GalCer Stimulation 
 To confirm whether DEC-205+ DCs were activated 

in vivo by the intraperitoneal administration of 2 μg/
mouse of α-GalCer, we investigated the kinetics of the 
percentage of 33D1+ DCs and DEC-205+ DCs. The per-
centages of CD11c+ DC subsets were determined for 
48 h after α-GalCer injection. As shown in online sup-

plementary figure 3a, although the percentage of 33D1+ 
DCs gradually decreased, the percentage of DEC-205+ 
DCs apparently increased among CD11c+ cells in the 
spleens of treated BALB/c mice. In addition, the expres-
sion of various costimulatory molecules required for T-
cell activation, such as CD80, CD86, and CD40, in-
creased on DEC-205+ DCs compared with 33D1+ and 
DEC-205– 33D1– DCs, while that of PD-L1 was not sig-
nificantly augmented among the CD11c+ DC subsets 
stimulated with 2 μg/mouse of α-GalCer (online suppl. 
fig 3b). Moreover, the expression of the α-GalCer:CD1d 
complex on the DCs of α-GalCer inoculated mice was 
specifically augmented on the DEC-205+, but not on the 
33D1+ or DEC-205– 33D1– DCs (online suppl. fig. 3c). 
Therefore, α-GalCer stimulation appeared to predomi-
nantly activate the DEC-205+ DCs among the CD11c+ 
DC subsets.

  Effect of Activated DEC-205+ DCs on Histamine 
Release from IgE-Sensitized Mast Cells 
 Finally, although we have shown here that allergen-

specific IgE production was not suppressed by 33D1+ DC 
subset depletion after sensitization, the treatment still 
seemed to inhibit the symptoms of AR. This effect may 
have been due to the ability of the treatment to inhibit the 
release of histamine from antigen-sensitized mast cells. 
To examine this possibility, we stimulated IgE-specific 
antigen (DNP)-sensitized mast cells in vitro with antigen 
(DNP-BSA) overnight at 37   °   C and measured the amount 
of histamine released in the presence of DC-related cyto-
kines or syngeneic DCs or their subsets. As demonstrated 
here, the amount of released histamine was slightly re-
duced by the addition of 20 ng/ml IL-12, but significantly 
augmented by the addition of 20 ng/ml IL-10 or in the 
presence of syngeneic untreated DCs ( fig. 6 a). However, 
the amount of histamine was markedly inhibited to levels 
below the unstimulated control in the presence of 33D1+ 
DC-depleted DCs or α-GalCer-stimulated DCs, or both 
( fig. 6 b). Also, the amount of IL-12 secreted from mice 
was markedly augmented either by depletion of 33D1+ 
DCs with anti-33D1 mAb injection or by activation of 
DEC-205+ DCs with α-GalCer administration in vivo 
( fig. 6 c). These findings strongly suggest that the manipu-
lation of innate DC subsets may provide a new therapeu-
tic strategy for controlling various allergic diseases by re-
ducing the release of histamine from IgE-sensitized mast 
cells, thus driving the immune response towards Th1 
dominance via activation of DEC-205+ DCs in vivo.

a

b

c

  Fig. 6.  Effects of DEC-205+ DC activation on histamine release 
from IgE-sensitized mast cells.  a  Histamine release from BM-mast 
cells cocultured with either IL-10, IL-12, or DCs was analyzed by 
ELISA.  b  Histamine release from BM-mast cells cocultured with 
DCs, DCs and α-GalCer, 33D1-depleted DCs, or 33D1-depleted 
DCs and α-GalCer was analyzed by ELISA.  c  The amount of IL-
12p40 secretion in the sera was also determined by ELISA.                    
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  Discussion 

 In the present study, based on a recent report  [14] , we 
showed that we could successfully establish a BALB/c-
based AR mouse model exhibiting antigen-specific IgE-
mediated allergic symptoms. Using the AR mice, we dem-
onstrated that various allergic symptoms could be mark-
edly suppressed either by the depletion of a DC subset 
expressing 33D1 molecules  [8]  or by the activation of an-
other distinct DC subset expressing DEC-205 molecules 
 [13] . These findings suggest that we can control various 
antigen-specific allergic diseases such as allergic rhinitis, 
sneezing, and bronchial asthma by decreasing NALF eo-
sinophils  [16]  through the manipulation of DC subsets, 
even in an allergen-challenged state with relatively high 
levels of allergen-specific IgE. This phenomenon may be 
caused by a shift in the internal Th1/Th2 balance towards 
a Th1 dominant state, given that such a Th1/Th2 balance 
appears to be regulated primarily by two distinct DC sub-
sets, DEC-205+ DCs and 33D1+ DCs, and allergic reac-
tions appear to be initiated and maintained via Th2 po-
larization mediated primarily by 33D1+ DCs.

  It is noteworthy that the IgE-dependent allergic status 
appears to worsen during pregnancy  [10, 11] , during 
which the immune balance is shifted towards Th2 domi-
nance, while the allergic status improves spontaneously 
after delivery. Indeed, we have recently reported that the 
number of 33D1+ DCs increases to maintain Th2 domi-
nance during pregnancy  [9] , while such dominance ap-
pears to be completely abrogated after delivery. Thus, the 
internal immune balance is shifted towards a Th1 re-
sponse to improve the allergic status. Moreover, it has 
been reported that DEC-205 targeting should be explored 
as a vaccination approach against symptomatic primary 
EBV infection and against EBV-associated malignancies 
 [17] , suggesting that the depletion of 33D1+ DCs or the 
activation of DEC-205+ DCs may prevent the progres-
sion of virus-associated disorders. In contrast, Price et al.  
[18]  recently showed that DCIR2+ DCs (33D1+ DCs) are 
capable of inducing antigen-specific tolerance during on-
going autoimmunity, indicating that the abrogation of 
33D1+ DC potency may elicit or worsen autoimmune 
disorders. Therefore, the internal Th1/Th2 balance ap-
pears to be regulated primarily by the number and activ-
ity of two distinct DC subsets. Mast cells have been con-
sidered to be the most critical cells in the induction of an 
allergic status; they express Fc-receptors to capture anti-
gen-specific IgE. When an allergen is captured by spe-
cific IgE on sensitized mast cells, these cells promptly se-
crete a variety of chemical mediators such as histamine 

and serotonin to initiate allergic symptoms. Such IgE-de-
pendent, allergen-activated mast cells also release leukot-
riene C4 and prostaglandin D2, which play important 
roles in the late phase of allergic reactions in asthma. In 
asthma, overproduction of prostaglandin D2 and leukot-
riene C4 results in an increase in the levels of Th2 cyto-
kines and a decrease in Th1 cytokine expression, accom-
panied by the enhanced accumulation of eosinophils and 
lymphocytes in the lung  [19, 20] . However, the precise 
mechanisms underlying the effect of Th1 dominance in-
duced by the depletion of 33D1+ DCs or the activation of 
DEC-205+ DCs on the abrogation of an IgE-dependent 
allergic status remain to be investigated  [21] .

  Moreover, when Th1 dominance is established not 
only by depleting 33D1+ DCs but also by activating DEC-
205+ DCs with α-GalCer prior to immunization with 
OVA antigen plus adjuvant alum, the production of an-
tigen-specific IgE can also be inhibited. These results 
strongly indicate that the sensitization of antigen-specific 
IgE-producing B-2 cells  [22]  in the acquired arm appears 
to require the help of 33D1+ DCs in the innate arm. 
Therefore, the depletion or suppression of innate 33D1+ 
DCs before sensitization with antigen and alum adjuvant 
may interfere with their interactions, and thus inhibit IgE 
antibody production. However, the precise interactions 
between antigen-presenting 33D1+ DCs and antigen-
specific IgE-producing B-2 cells during the production of 
IgE remain to be elucidated.

  In addition, although 33D1+ DCs were almost com-
pletely depleted from the spleens of untreated normal 
BALB/c mice ( fig. 2 c), a small portion of the 33D1+ DC 
subset always remained when OVA plus the adjuvant 
alum was administered to AR mice ( fig.  2 b). Thus, we 
speculated that the adjuvant alum might have the ability 
to maintain the percentage of 33D1+ DCs in the spleens 
of AR mice, even with frequent injections of anti-33D1 
mAb. It has been reported that the adjuvant alum enhanc-
es the magnitude and duration of the expression of pep-
tide/MHC-II complexes on the surface of DCs with an 
accompanying increase in MHC-II expression  [23] , and 
that it induces a persistent Th2 response to boost anti-
body production via B-2 cell-dependent humoral immu-
nity  [24] . Thus, although the precise mechanism underly-
ing that resistance remains to be elucidated, the alum ap-
pears to possess the capacity to stimulate 33D1+ DCs to 
maintain Th2-type immunity.

  In the present study, we also described the effects of a 
known glycolipid, α-GalCer, on the enhancement of 
DEC-205+ DCs that stimulate Th1-type immunity. The 
glycolipid α-GalCer usually induces iNKT cells bearing a 
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unique invariant T-cell receptor, specifically Vα14 in 
mice and Vα24 in humans, in a CD1d-restricted manner 
 [25] . It has been reported that iNKT cells play important 
immunoregulatory functions in allergen-induced airway 
hyperresponsiveness and inflammation  [21, 26] . Indeed, 
activated iNKT cells in regional lymph nodes induce an-
tiallergic effects through the production of IL-21 or IFN-
γ  [27] . Thus, using an α-GalCer-pulsed CD1d tetramer, 
we assessed the presence of iNKT cells in α-GalCer-
inoculated AR mice. Through our careful examination, 
we were able to detect the apparent enhancement of 
Vα14+ NKT cells in the spleens of α-GalCer-inoculated 
AR mice, although we could not discern any measurable 
Vα14+ NKT cells in the spleens of 33D1+ DC-depleted 
mice.

  The findings obtained in the present study also strong-
ly indicate that the release of histamine from IgE-sen-
sitized mast cells was enhanced in the presence of Th2-
promoting DCs through IL-10 secretion. This result is 
consistent with recent findings demonstrating that the 
interaction between DCs and IgE-activated mast cells 
augment histamine release in a response to proinflamma-
tory cytokines such as IL-10  [28, 29] , suggesting that dis-
ruption of the Th2-promoting DC-mast cell interaction 

may constitute an effective strategy to treat ongoing al-
lergic diseases. Taken together, we suggest that various 
allergic symptoms and their related diseases may be con-
trolled either by the depletion or suppression of a 33D1+ 
DC subset, or by the activation of a DEC-205+ subset 
rather than the use of antihistamines or anti-inflammato-
ry drugs, even in an antigen-specific IgE-producing state. 
These findings will facilitate the identification of strate-
gies to control various allergic diseases.
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会で承認を得るものとする。ただし任期は2年とし、再任を妨げない。
6. 本会に顧問を置くことができる。
7. 会員は別に定める年会費を納入しなければならない。
 だだし、77歳以上の会員は会費を免除する。
8. 本会則の変更は総会の承認を得なければならない。

細　則
1. 本会の年会費は10,000円とする。
2. 本会の会則は平成26年9月13日より運用する。

慶弔規定
1. 米寿・喜寿を迎えた会員には記念品（2万円相当）を贈り、総会で祝辞をのべる。
2. 叙勲を受けた会員には記念品（2万円相当）を贈り、総会で祝辞をのべる。
3. 会員が死亡したときは供花および弔電を送る。

会則
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橘鏡会会則・役員

役員

会　　長 大久保公裕

顧　　問 奥田稔

監　　事 谷本秀司、横見美昭

幹 事 長 坂口文雄

幹　　事 青木秀治、岩佐英之、牛島勝郎、大河原大次、大西正樹、後藤穣、
  関はるみ、関根修二、中溝宗永、波多野吟哉、馬場俊吉、藤倉輝道、
  松岡智治、目澤朗憲、山口潤、横島一彦、渡辺雄司

教室幹事 後藤穣

会　　計 後藤穣

編　　集 後藤穣
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会計報告

平成 27 年度会計報告（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
＜収 入＞ 
　　＜項目＞ ＜金額＞
平成26年度繰越金 4,097,372
総会費・年度会費 665,000
年度会費（銀行振り込み分） 650,108
広告料 360,000
銀行利息 636
総収入 5,773,116

＜支 出＞ 
　　＜項目＞ ＜金額＞
橘鏡会誌作製 717,000
橘鏡会誌郵送 15,170
叙勲のお祝い 20,196
賀寿記念品 112,860
講演謝礼金 50,000
手数料 1,188
幹事会飲食代 15,072
弔花・お見舞い 35,640
通信費 30,970
医局総務費支援 498,364
事務手当て 120,000
雑費 840
返金（版下未掲載分） 30,000
総支出 1,647,300

次年度繰越金 4,125,816
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会計監査報告

会計監査報告
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付属病院、関連病院連絡先

付属病院、関連病院連絡先

付属病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  
　　〒113-8603　東京都文京区千駄木1-1-5
　　　　　　　　　 Tel: 03-3822-2131、FAX: 03-5685-0830

武蔵小杉病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒211-8533　神奈川県川崎市中原区小杉 1-396
　　　　　　　　　 Tel: 044-733-5181、FAX: 044-711-8565

多摩永山病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒206-8512　東京都多摩市永山1-7-1
　　　　　　　　　 Tel: 042-371-2111、FAX: 042-372-7376

千葉北総病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒270-1694　千葉県印西市鎌苅1715
　　　　　　　　　 Tel: 0476-99-1111、FAX: 0476-99-2013

花と森の東京病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒114-0024　東京都北区西ヶ原2-3-6
　　　　　　　　　 Tel: 03-3910-1151

神尾記念病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町2-25
　　　　　　　　　 Tel: 03-3253-3355

総合相模原更生病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒229-1105　神奈川県相模原市中央区小山3429
　　　　　　　　　 Tel: 042-752-1808

大宮中央総合病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒331-8711　埼玉県さいたま市北区東大成町1-227
　　　　　　　　　 Tel: 048-663-2501

博慈会記念総合病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒123-0864　東京都足立区鹿浜5-11-1
　　　　　　　　　 Tel: 03-3899-1311

各付属病院

関連病院（順不同）
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付属病院、関連病院連絡先

東葛病院  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒270-0174　千葉県流山市下花輪409
　　　　　　　　　 Tel: 04-7159-1011

谷津保険病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒275-0026　千葉県習志野市谷津4-6-16
　　　　　　　　　 Tel: 047-451-6000

日立総合病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒317-0077　茨城県日立市城南町2-1-1
　　　　　　　　　 Tel: 0294-23-1111

小平記念東京日立病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒113-0034　東京都文京区湯島3-5-7
　　　　　　　　　 Tel: 03-3831-2181

新松戸中央総合病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒270-0034　千葉県松戸市松戸1-380
　　　　　　　　　 Tel: 047-345-1111

平成立石病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒124-0012　東京都葛飾区立石5-1-9
　　　　　　　　　 Tel: 03-3692-2121

南町田病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒194-0004　東京都町田市鶴間1008-1
　　　　　　　　　 Tel: 042-799-6161

町立八丈病院 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒100-1511　東京都八丈島八丈町三根26-11
　　　　　　　　　 Tel: 04996-2-1188

新橋アレルギークリニック ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒105-0004　東京都港区新橋2-16-1-318
　　　　　　　　　 Tel: 03-3591-5464 

苑田診療所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒121-0813　東京都足立区竹ノ塚4-2-3
　　　　　　　　　 Tel: 03-5851-2421

いがらしクリニック ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　　〒116-0011　東京都荒川区西尾久1-32-16
　　　　　　　　　 Tel: 03-3800-9629
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